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開議 午前１０時００分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 おはようございます。 

 開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 

 今年の夏は大変な猛暑でございまして、それぞれ皆さん方、健康の保持にはご苦労なさ

れておられたかと思うところであります。予想では冷夏と言われておったのが、あに図ら

んや、本当に暑い夏でございまして、いろいろと問題が沢山出ておるわけであります。人

間の社会だけであるというふうな主体的な考えを持っておりましたが、我々も地球上に生

かされておる生物であるということを、今年ほど思い知らされたことはございません。そ

ういうことで、我々もこれから更に謙虚に生きていかなければいけないかなと、そういう

ふうな感を持つものでございます。 

 今日は、開会に引き続きまして、一般質問でございます。昨日はようやく中央の政権も

決まり、そして安定に向かっていくかと思うわけでございます。地方にとりましては、１

日も早く中央集権の関係からいたしまして、中央の政権の安定をしていただき、しっかり

と将来の展望を開いていただかなければならないのではなかろうか、そういうふうに期待

をいたすところであります。今日、登壇される皆さんは８名でございます。そういう中に

おいて、美馬市の展望、将来に対する考え方というものをしっかり語っていただきまして、

備えていただきたいと思います。 

 なお、今日は傍聴の皆さん方、大変沢山おいででございます。この暑い中に、大変ご苦

労でございます。ありがたいことでございますが、どうかひとつこれからも議会のこと、

あるいは美馬市の行政のことについて、ご理解、そしてご協力をいただきますようにお願

い申し上げたいと思います。我々、ここにおります理事者、あるいは議会、明日の確かな

美馬市のためにしっかりと展望を開いてまいりたい、そのような所存でございますので、

どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 どうぞご協力をお願い申し上げたい、一言申し上げまして、開会といたすものでありま

す。 

 ただ今より、本日の会議を開きたいと存じます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元にご配付の日程表のとおりでありますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 なお、西村議員の方から欠席の届けが出されておりますので、ご報告を申し上げておき

たいと思います。 

 それでは本日の日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により１番 中川重文君、２番 林 茂君、３番 武田喜善君を指名をいたします。 

 日程第２、市政に対する代表質問を行います。 

 通告者は、お手元にご配付の代表質問一覧表のとおりでございます。通告の順序に従い

まして、順次発言を許可いたします。 
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 初めに、相和会、久保田哲生君から出されておりますから、これを許可いたします。 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 議長、１１番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 久保田哲生君。 

［１１番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 皆さん、おはようございます。議長から登壇のお許しをいただきましたので、会派、相

和会を代表いたしまして、市政に関する今、直面している重要課題について質問を行いま

す。 

 ここに来て、朝夕は幾分か涼しくなりましたけれども、徳島気象台によりますと、８月

の平均気温が２７.６度であったとのことで、また、３０度以上の真夏日が穴吹では７月

の１１日から続いておるわけでございます。今日まで、４４日間を抜いて、９月の１４日、

６０日間という記録を出しているところでございます。本当に、今年の夏は非常に猛暑が

続いてございました。一方、１５年ぶりの水準となっている急激な円高や株安が進み、輸

出関連企業への影響はもとより、国内産業の空洞化や雇用環境の悪化など、減速の懸念が

高まる、日本経済に大きな打撃を与えることになっていますけれども、問題の本質は企業

や家計が先行きを読めず、期待ができないことにあると思われます。このようなときに、

任期満了に伴う民主党の代表選が行われることになり、政治的空白が生じるとともに、マ

ニフェストの取り扱いや財源問題が議論されるなど、地域主権改革をめぐる議論が迷走ぎ

みとなったことにつきましては誠に残念であると、私は考えるところでございます。そし

て、昨日、民主党代表選の投開票が行われ、皆さんご承知のとおり菅総理が民主党代表に

選ばれました。引き続き、菅総理のもとで稼働再開になりますけれども、早急に取り組ま

なければならない、いろんな問題が山積しておる中で、現状を踏まえた中で、地方の実情

を踏まえながら地域主権確立のために、腰を落ち着けて対応してほしいと思うわけでござ

います。我が美馬市は自主財源が少ないため、国の動きによって事業実施に大きな影響が

生じることが避けられず、市長を始め、理事者の皆さんにおいては、国の動向などの情報

収集にさぞご苦労なされていることと思うわけでございます。しかしながら、このような

状況であっても、市民に安心で安全、そしてまた活力あるまちづくりを進めるため、美馬

市においては各種の課題の解決に向けて、迅速かつ着実に取り組まなければなりません。 

 こうしたことから、今回、私は当面の大きな課題である３点について質問をさせていた

だきます。今定例会には美馬市の平成２１年度決算も計上されておりますので、私からは

こうした状況を踏まえた上で、本市の大きな課題でございます新庁舎の建設についてまず

質問させていただきます。 

 このことにつきましては、去る６月定例会において庁舎検討特別委員会が設置され、同

僚の議員の皆さんに検討いただいておりますけれども、今後の財政状況などを想定すると

非常に厳しい試算が出ているようでございます。しかしながら、新庁舎の建設については
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合併協定書の中で、当面は分庁舎方式で一部総合支所方式を適用する、そして効率的行政

の確保のため、新庁舎については合併後４年以内に脇町西部地区で着工するということを

確認し、こうした合意のもとに四つの町村は合併をしたものでございます。こうした中で、

市長は合併後の想像以上の厳しい財政状況の中で、まずは行財政システムの改革を基本方

針のもとにさまざまな方面から美馬市財政の立て直しに取り組むことを選択され、新庁舎

の建設については着手を見合わせるとされております。確かにこの間の行財政システム改

革の成果により、財政調整基金については、合併当時の約４億円から平成２１年度決算ま

で１２億円に大きく増額されるなど、本市の財政は危機的状況から脱し、財政の健全化の

面から見れば大きな成果が上がっておるのではないかと思われるわけでございます。私と

いたしましても、これまでの市長の選択と財政健全化に向けた取り組みについては十分理

解をしているところでございますが、市長は平成１９年１２月定例会において、現在の厳

しい財政状況の中でまずは財政の健全化に努める、新庁舎の建設については平成２２年度

末までに検討を行うと表明されております。そこで、まず庁舎のあり方に対する市長の基

本的な認識、それと前段申し上げた合併協定書に対する考え方についてお伺いをいたしま

す。また、新庁舎建設の是非についてはいつごろまでに結論を出すのか、この３点につい

てお伺いをするところでございます。 

 ２点目に、大理市との友好親善についてですけれども、本年度は市政運営におきまして、

本市の最上位計画であります総合計画の前期基本計画の仕上げの年であるとともに、平成

２３年度から２６年度までを計画期間とする後期基本計画の策定する年でもございます。

そのような大きな区切りの年に、このたび中国大理市との友好都市協定の調印が先月２４

日なされたわけでございますけれども、私もその場にも出席をさせていただきました。大

変意義あること、誠に喜ばしいことと思っております。また、市長は年頭に、今年重点に

取り組む五つの目標を設定されましたが、その重点施策の一つとして、地域の観光振興と

国際交流の推進を掲げておられます。私はこの調印により、国際交流の新たな第一歩が始

まったと認識しております。今後、美馬市の更なる活性化に向けて中国大理市との友好親

善事業をどのようにとらえ、今後、交流をどのように取り組んでいくのかお伺いをすると

ころでございます。 

 次に、環境問題についてですけれども、まず拝原最終処分場適正処理事業についてお伺

いをいたします。私は、今年３月議会定例会の代表質問におきまして、災害時における危

機管理、特に脇町の拝原無堤地区においては台風などの洪水による床上浸水など、甚大な

浸水被害を過去に何度もこうむっておる、市民生活に多大な支障を来していることから、

１日も早く被害防止を図るため、拝原最終処分場適正処理事業を含めた無堤地区の推進を

どう考えているのか、質問をいたしたところでございます。そのときの答弁によりまして、

市長は無堤地区の改修には拝原最終処分場のごみ処理が大きくかかわるのであり、事業の

必要性は十分認識しており、事業推進に努めてきた。この事業は災害から地域住民の生命

と財産を守ることはもとより、環境保全の観点からも非常に重要な事業であり、行政の責

任において着実に進めなければならないと答弁されました。今９月議会における市長の所
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信の中で、拝原最終処分場適正処理事業についてお考えも聞いたところでございます。市

長におかれましては、地元住民を始め、下流域の住民団体、現処理計画に理解をいただけ

ていない方々に対して、粘り強く対応されていることが十分理解できます。その取り組み

姿勢に対し、敬意をあらわすものでございます。また、今後追加調査を実施し、現計画の

安全性について、更なる説明を行い、意見を持たれている方々に理解が得られるよう、努

められると聞いておりますが、そのためには相当期間が必要であると思うわけでございま

す。しかしながら、自然はいつ何どき大きな被害をもたらすかわかりません。私は常々こ

の事業については、地域住民の方々が安全で安心できる社会生活が送れるよう、１日も早

くこの事業の解決に当たらなければならないと考えております。そこで、市長にお伺いを

いたします。前回の質問の後、築堤の早期完成に向けて拝原最終処分場適正処理事業をど

ういった方向に進めていかれるのか、再度市長にお伺いをするところです。 

 もう１点、農業環境問題についての、農業分野についてでございますけれども、私は今

まで幾たびとなく農業振興施策については質問をさせていただきました。誠意のこもった

ご答弁もいただいてまいりましたけれども、今回は視点を変えて、農業が生み出す負の部

分について質問をさせていただきます。農業の生産においては必要な資材が沢山ございま

す。そのような中、消耗品的な、使用後、地下処理ができず、廃棄しなければならないも

のが出てまいります。特に、畦波やマルチ、使用したプラスチック、ビニール系統のもの

が多く排出され、農家はその処理に苦労している状況であります。一方、国では平成９年

に廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律を交付し、農業関係の塩化ビニ

ールや簡易ハウスに使用するビニールマルチ、資材、ビニール等々の廃棄物を産業廃棄物

と位置づけ、これらを野焼き、不法投棄は厳しく罰せられることになったわけです。こう

いった現状を踏まえ、不要になった農業用廃プラスチック適正処理について美馬市の現状

と課題、そしてまた市がどのように取り組んでおられるのかお伺いをいたします。 

 以上、３点について質問させていただきました。明確なご答弁をお願いいたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 皆さんおはようございます。 

 ただ今、相和会を代表いたしまして、１１番、久保田議員から代表質問をいただきまし

た。３点に関する質問でございました。私からお答えを申し上げたいと思います。 

 まず第１番目に、新庁舎建設についての合併協定書に対する考え方ということでご質問

をいただきました。庁舎のあり方に対する私の基本的な認識と合併協定書に対する考え方

ということで、また新庁舎の是非についていつごろまでに結論を出すのか、というご質問

でございます。 
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 まず、市の庁舎のあり方につきましては、効率的な行政運営を確保するためには一元化

することが望ましいというふうに考えてございます。また、新庁舎の建設を行うという合

併協定事項につきましては、尊重しなければならないものと認識をいたしております。し

かしながら、合併後の想定を上回る厳しい財政状況のもとでは行財政改革を断行し、事務

事業の徹底した見直しを行う必要があり、こうした状況の中で、多大な一般財源を投じる

こととなる新庁舎の建設につきましては、十分な市民のコンセンサスを得る必要があるわ

けでございます。こうしたことから、本市の庁舎のあり方につきましては平成１８年度か

ら平成１９年度にかけまして、庁舎検討市民委員会を設置いたしまして、さまざまな角度

から市民の目線でご検討をいただいたところでございます。市といたしましては、この庁

舎検討市民委員会からのご報告をいただいた結果を踏まえまして、平成１９年１２月定例

会におきまして、当時の厳しい財政状況を考慮し、まずは本市の財政の健全化に努める、

そして合併特例債が活用できる期間内を考慮いたしまして、平成２２年度末までに検討を

行いたい、という表明をさせていただいたところでございます。庁舎建設の是非につきま

しては、現在議会におかれましても庁舎検討特別委員会を設置されまして、さまざまな方

面からご検討をいただいておるところでございますので、こうしたご意見を参考にさせて

いただきまして、本年度中に結論を出してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、大理市との友好親善について今後どのような方向性をもって進めていくのか、と

いうご質問でございます。経済や文化のグローバル化が進む今日の社会情勢の中で、本市

の総合計画では魅力あるまちづくりを進めるために、国内都市との交流はもとより、本市

と産業や文化等に類似性を持ち、また特別な関係のある海外都市との友好都市提携などを

通じまして、国際交流を推進することを重要な施策として位置づけをいたしております。

このような施策を踏まえまして、本市は現在、中国及びオランダから国際交流員を招聘し、

幼稚園児や小中学生を始め、市民の皆さんとさまざまな交流を行っておりますが、こうし

た草の根的な施策の盛り上がりの中から、本市のまちづくりと似通った背景を持つ大理市

との友好関係が生まれ、太極拳等を通じた友好親善を始め、市民レベルの交流が始まった

ものでもございます。また、平成１９年から中国雲南省外事弁公室の格別のお力添えをい

ただき、関係機関からも積極的なご支援もいただく中で、友好交流を進めてまいりました。

大理市は中国の南部にございまして、雲南省でございます。人口は約６２万人、面積は１,

８１５平方キロでございまして、美馬市の約６倍ほどございます。美馬市の観光名所であ

ります、うだつの町並みのうだつは大理市が発祥の地であるというふうにも言われており

ます。また藍染めが盛んであるという、共通の文化的背景も持っております。更には、年

間を通じて気候が温暖で常春の地と称され、２４時間観光都市として日々発展を続けてい

るところでございます。こうした中で、昨年１１月には、当時の河野議長にもご同行をお

願いし、大理市を訪問いたしました。そして、今後、お互いに訪問団を派遣するなど、ま

ずは人と人の交流を進め、その後、文化や産業、教育など、幅広い交流につなげていくこ

とを共通の認識として確認をいたしまして、協定書の前段でございます意向書を取り交わ

してまいりました。また、本年３月には両市の交流と歩調を合わせまして、徳島大学と大
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理学院大学の間にも学術的な分野での交流協定書が締結をされております。 

 このような経過を踏まえまして、中国政府の承認が得られましたことから、先月２４日

に大理市から馬 忠華市長を始め６名の皆さんを本市にお迎えをいたしまして、飯泉知事

の立ち会いのもと、友好都市締結協定書に調印をいたしたところでございます。私と馬市

長はこの協定書にのっとり、双方が平等で互利・互恵の上で教育、観光、文化、農業、民

族手工芸等の分野におけるさまざまな交流と協力活動を行い、互いの繁栄と発展のために

努力することの誓いをいたしました。なお、調印に先立ちまして、馬市長と会談を行い、

今後の交流事業の進め方についての協議を行ったところでございます。この中では、まず

私の方から来年度に相互に使節団を派遣することや、教育の分野ではインターネットを活

用した図画や手紙、作文による小中学生同士の交流や青少年のスポーツ交流を進めること、

また産業の分野では研修制度を利用して、大理市の産業面における技術の向上に役立てて

もらうことや薬草、鉱物資源など、相互に需要のある物産の調査をすること、また、お互

いのすぐれた農産物の栽培技術を通じた交流などを進めていくこと、更に今後、そのほか

の分野でどのような交流が進めていくことができるかということを踏まえまして、まず人

と人との交流を進めてまいりたいということをご提案いたしました。馬市長からは、両市

が教育、観光、文化、農業と民族工芸の分野において幅広い交流と連携の余地があるとい

う共通認識のもとに視察、投資、観光など目的を問わず、是非大理市に来られるようお待

ちしているという言葉や、インターネットを通じた交流の場をつくることなどが述べられ

まして、両市は互いに人的交流を進めていくことを確認いたしました。また、会談後の調

印式に立ち会っていただきました飯泉知事からは、「徳島県としても現在医療観光や教育

観光を核とした中国人誘客のためのプロジェクトを全庁を挙げて推進している。こうした

中で両市の交流が今後ますます進展していくことを期待している。」との激励をいただい

たところでございます。双方がお互いに訪問をしあいまして、さまざまな分野において友

好親善の気運を高め、交流を深めていくことは本市の国際化や人材育成にとりまして極め

て重要であります。今後とも、美馬市日本中国友好協会や徳島大学などと連携を図りなが

ら大理市との友好親善を進める中で本市にとって、また市民の皆さんにとって効果的な事

業を実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解、またご協力を賜りますようお願

いを申し上げる次第でございます。 

 続きまして、拝原最終処分場問題についてでございます。この取り組む決意についての

ご質問でございますが、言うまでもなくこの事業は地域の環境保全はもとより、災害から

地域住民の生命と財産を守るための築堤工事に大きくかかわる極めて重要な施策である、

というふうに認識をいたしております。このために、私は行政の責任において、将来に禍

根や憂いを残すことがないよう、着実にこの事業を進めていかなければならないというふ

うに考えております。そこで、現計画の安全性につきまして、大多数の関係者の皆さんに

理解を深めていただくため、去る７月３１日に、専門家の先生方を始め、地元拝原地区の

住民代表や下流域の住民団体の代表者など１４名で構成する、拝原最終処分場検討委員会

を立ち上げまして、同日第１回目の検討委員会を開催し、専門的・技術的な面から更に掘
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り下げた議論を始めたところでございます。第１回目の検討委員会におきまして、現計画

の安全性を確保するには、ごみのガス調査やボーリング調査、地下水の流向や流速、水質

調査等の追加調査が必要であるとのご意見をいただいたところでございます。 

 今後は、同委員会におきまして、追加調査の詳細を決定していただく中で速やかに調査

を行い、その結果に基づきまして早急に次の検討委員会を開催いたしまして、詳細の審議

を行う予定としております。なお、この拝原最終処分場適正処理事業は、多額の予算を要

する事業でございまして、国の助成や、また合併特例債を活用しなければ到底実施ができ

るものではございません。そのため、起債活用期限の平成２６年度末までに事業が完成で

きるよう、全力を傾注してまいりたいというふうに考えております。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 大垣経済部長。 

[経済部長 大垣賢次郎君 登壇] 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 続きまして、同じく環境問題について農業用資材等の産業廃棄物としての処理の現状と

課題についてのご質問でございますが、久保田議員のご指摘のとおり、農業用資材の中に

は、産業廃棄物として適正に処理しなければならない廃材が多く排出されます。特に、園

芸ハウスとかマルチ資材として使用するビニール系の資材は、普通に低温で燃やすとダイ

オキシンが発生し、生態系に悪影響を及ぼす恐れがあるため、これらの資材は適正に処理

しなければなりません。 

 美馬市におきましては、野焼きや不法投棄をなくし、廃プラスチックを適正に処理して

いくために、東部と西部に美馬農業用廃プラスチック適正処理対策協議会を設置し、対応

しているところでございます。協議会では農協が事務局となりまして、東部地区では年に

１回、西部地区では年２回、指定の日時・場所で廃プラスチックの回収をいたして適正に

処理を行っているところでございます。 

 昨年の回収実績といたしましては、塩ビ・ポリを合わせまして約２９トンとなっており

ます。ただ、課題といたしましては２点ほどございます。まず第１点目は農家負担が１キ

ロ当たり２５円と、廃棄物としての処理費でございますので多少高額に感じられる方もお

いでになるかと思われます。２点目といたしましては、専用の回収場所が確保されていな

いため、回収の期間に制限をかけざるを得ない状況にあるということでございます。 

 今後とも、協議会におきまして回収の経費、方法・期間・場所などにつきまして検討を

加えまして、農家の要望なども十分把握し、農家の皆様の負荷の軽減対策について検討し

てまいりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 久保田哲生君。 

◎１１番（久保田哲生議員） 
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 議長、１１番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １１番、久保田君。 

［１１番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 １点だけ再問をさせていただきます。 

 庁舎問題について市長から本年度中に結論を出したい、との答弁をいただきました。繰

り返しになりますけれども、市長は平成１９年１２月定例会において現在の厳しい財政状

況の中で、まずは財政の健全化に努め、新庁舎の建設については平成２２年度末までに検

討を行う、こう表明されております。私といたしましては、財政調整基金などに大幅な積

み立てが行われるなど、新庁舎建設の前提である財政の健全化については一定のめどが立

ったのではないかと思われます。また、財源となります合併特例債の活用などを想定いた

しますと、新庁舎の建設の是非については早急に結論を出す必要があると考えますが、市

長はこの判断を本年度いつごろまでに下されるのかお伺いをいたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １１番、久保田議員さんの再問についてお答えを申し上げたいと思います。 

 まず第１点目は財政調整基金などの積み立て状況から、新庁舎の建設に向けての財政的

なめどが立ったのではないかと、それからあともう１点は年度末ということですが、いつ

までにするのかということでございます。 

 まず第１点目でございますけれども、ご承知のとおり本市の財政は、自主財源の比率が

２０％余りでございまして地方交付税に大きく依存した財源構造となっております。こう

したことから、地方交付税の優遇措置など合併特例法の適用期間がおおむね終了する、平

成２７年度以降の本市の厳しい財政運営を見据え、行財政システム改革のもとに可能な限

り義務的な経費の削減や基金の充実に努めているところでございます。これまでに、財政

調整基金につきましては一定の積み立てを行うことができましたが、本市の今後の財政運

営は決して楽観をできるものではございません。一つかじ取りを誤れば、美馬市の将来に

大きな影響を与えかねない、厳しい状況に陥る可能性があるものと認識をいたしておると

ころでございます。このためにも、今定例会の冒頭にも申し上げましたとおり、今後５年

間の財政運営が本市の将来にとりまして非常に重要な位置づけになるものと思っておりま

す。引き続き行財政改革に積極的に取り組みまして、本市の財政基盤の充実に努めてまい

らなければならないと考えておるところでございます。 

 次に、合併特例債の活用時期から想定をいたしまして、新庁舎の建設の是非の判断につ
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きましては早くやる必要があるのではないかということでございますが、このことにつき

ましては、庁舎の検討特別委員会、議会でもご議論をいただいておるところでございまし

て、特別委員会からは１２月をめどに結論を出す方向で検討を行っているというふうにお

伺いをしておるところでございます。庁舎問題につきましてはこうしたご意見を参考にさ

せていただきながら、来年の２月ごろには市としての結論を出したいと考えてございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 久保田哲生君。 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 議長、１１番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １１番。 

［１１番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 それぞれ答弁をいただきましたけれども、庁舎の件について、時期的なことについては

明確な答弁をいただきました。建設の是非については、庁舎検討特別委員会の意見も参考

にし、結論を出すということでございます。特別委員会の審議にも期待すると同時に、あ

らゆる角度の中からかつ慎重に将来の展望を見据えた上で、市民に対し説明責任が果たせ

る方向に向けて推進していくことを期待するものでございます。 

 大理市の友好親善についてもこれからの推進の動向が大事になってこようかと思います。

答弁の中で両市が教育、観光、文化、農業と民族工芸の分野において幅広い交流を、連携

をとりながら、互いの繁栄と発展のために努力するとの答弁でございました。最終的に近

い将来あらゆる分野に交流を広げながら、特に観光産業面において経済的に発展するよう

期待をするところでございます。 

 環境問題の拝原最終処分場適正処理事業についても、前段で申し上げたとおり、また３

月議会でも質問をいたしましたけれども、世界各国で地球温暖化の現象の影響を受けて猛

暑、干ばつ、あるいは豪雨、洪水等々が頻繁に起こり、大きな被害をもたらしております。

言うまでもなく、１日も早い機会に解決できることを望むところでございます。 

 また、農業分野における環境問題についてですけれども、前向きな市長の答弁をいただ

きましたが、現在、協議会において回収実績２９トンということでございます。恐らく、

農家、家庭菜園等々を含めますと、処理実績の数倍になると考えるわけです。ということ

は、つまり、自宅処理、不法投棄、野焼きがいまだに平然と行われているということでご

ざいます。これだけ環境問題、ＣＯ２の削減が叫ばれる中、また法で規制されながら解決

に至らない、個々の意識の問題もありますけれども、経済的所得低迷にもあると考えます。

答弁の中で、協議会においていろんな角度から検討を加え最大限環境問題にも配慮しなが

ら、農業振興の観点からも農家の負担軽減に、と前向きに考えていただいたことでござい

ますので、答弁は要りませんけれども今後いろんな形の中で期待をするものでございます。 

 以上３点、大きな質問を代表してさせていただきました。ありがとうございました。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 久保田君よろしいんですか。 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 はい。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 はい。 

 それでは、久保田君の代表質問を終わります。 

 引き続いてとり行いたいと思います。 

 次に、和考会、三宅共君の代表質問を許可いたします。 

◎１５番（三宅 共議員） 

 １５番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅君。 

［１５番 三宅 共議員 登壇］ 

◎１５番（三宅 共議員） 

 議長のお許しがありましたので、和考会を代表して質問させていただきます。 

 今年の夏は観測を始めて１１３年となるそうですが、各地で猛暑日の記録続きでござい

ました。藤沢市では観測史上最高の暑さが記録されたと言われております。９月半ばにし

て朝夕は過ごしやすくなってまいりました。早く秋の訪れを待つばかりでございます。そ

れでは、早速質問に入らせていただきます。 

 製材ＪＡＳ木質建材に関する日本農林規格認定製材所についてお尋ねをいたします。徳

島県の森林資源の豊富さは全国トップレベルでございます。今後、これをどう生かしてい

くかが課題となると先日の新聞に報じられておりましたが、美馬市においても県内で３番

目の森林面積がございます。森林資源も豊富にございます。これからの資源を利用するに

当たり、まず公共機関への木材利用を考え、牧田市長は施策に反映されていることと思っ

ております。本年５月に公共建築物木材利用促進法が施行され、県産材の需要拡大に期待

が高まっているところでございます。ところが、同法で取得が求められる製材ＪＡＳの認

定工場が県内にはございません。もちろん、美馬市もないのが現状でございます。四国の

他県には高知県が１５社、愛媛県が８社、非常に製材と縁が遠い、自然の少ない、失礼な

んですが、香川県にも２社ございます。美馬市内の木材を切り出しても、資格がないため

他の県、市町村の資格者に委託し、製材をしてもらって美馬市へ帰ってくることとなりま

す。そこで、美馬市内の製材業者に資格を取っていただき、製材できるようになってほし

いものです。美馬市として市内製材業者に製材ＪＡＳを取得するように呼びかけてはとお

尋ねをいたします。 

 次に、オラレ美馬の運営協力費の活用についてをお尋ねいたします。昨年オープンした

オラレ美馬については関係機関の努力とご理解により、当初の予想を上回る売り上げによ

り市の財政にも数少ない自主財源として歳入があるなど、市にとっては大いに効果があっ
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たと言えます。また、運営条件についても、周辺の市民など、関係者の理解も深く、円滑

な運営と順調な売り上げを維持していると聞きます。この結果、売上金のうちから本市に

配分されたとのことで、平成２１年度決算が認定されております。そこで、昨年度の売上

金の状況、本市に配分された金額はいかがであったか、またこの配分金の使途については

どのようにお考えなのかをお尋ねいたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １５番、三宅共議員の和考会の代表質問にお答えをいたしたいと思います。 

 徳島県内に製材のＪＡＳ認定製材所がないのが現状であって、美馬市としても美馬市に

もないということで、美馬市内の製材業者に製材ＪＡＳを取得するように勧めていっては

どうかというご質問でございました。美馬市は市の面積の約８割が森林でございまして県

内でも３番目に広く森林を有するものでございます。森林資源も大変豊富でございます。

このような森林資源の利活用は林業振興を図っていく上で極めて重要な課題でございます。

本市におきましても、江原北小学校の校舎、江原中学校の武道場等、公共施設に市内産の

木材を取り入れまして木造建築の推進に取り組んでおるところでございます。また、民間

住宅の建築に際しましても市単独の補助を行うなど、木材の利用促進に努めているところ

でもございます。 

 そのような中で、いわゆる公共建築物木材利用促進法という法律が本年の５月に成立を

いたしました。この法律は公共の建築物に多くの木材を使用することによりまして、森林

を育て林業の活性化を図ることを意図しております。今後、需要の期待できる公共建築物

にターゲットを絞りまして、国が率先をして木材利用に取り組むための法律でございます。 

 国の方針によりまして、県内での木材の需要増加の期待は高まっているところでござい

ますが、製材時においては木材の材質の規格につきまして、農林水産物の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律、いわゆるＪＡＳ法でございますけれども、これに基づく製材

ＪＡＳ制度が設けられております。今までは製材業者が登録認定機関の認定を受けまして、

製品にＪＡＳを表示して販売を行っておりましたが、平成１７年にＪＡＳ法の改正により

まして、３カ年の経過措置を経まして平成２１年２月に完全に新しい制度に移行いたしま

した。この新制度の認定を受けるためには、設備に係る初期投資や、あるいは有資格者の

配置など、厳しい条件整備が必要となりますことから、現在、市内の製材業者は１０社ほ

どございますが、県内全域を含めましてＪＡＳの認定を受けている業者は全くございませ

ん。このことによりまして、公共建築物の規格にもよりますが、構造計算を伴います建築

物の主な主要構造材は、ＪＡＳ材の使用を要求されているために、市内はもちろん、県内

の製材事業者からの材料供給ができない状況になっておることは議員ご指摘のとおりでご
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ざいます。公共施設への美馬産材の利用を推進するためには、ＪＡＳ認定を受けた工場の

育成が急務となっておりまして、県ではＪＡＳ取得の促進を図るために第三者機関の設立、

製材資格者養成研修、人材育成等の取り組みを始めておるところでございます。美馬市に

おきましても、市内事業者に十分その趣旨を説明いたしまして、県や県の木材共同組合連

合会とタイアップをいたしまして、ＪＡＳの取得に向けた取り組みを推進してまいりたい

と考えておるところでございます。 

 次に、オラレ美馬についてでございますが、オラレ美馬の収益金の活用をどうするのか

ということでございますが、オラレ美馬につきましては、開設以来売り上げが好調な数字

で推移をしております。平成２１年１０月１４日の開設以来、本年３月３１日までの売り

上げ状況につきましては、１日平均６５７万円となっておりまして、総売上額は１０億８,

５１４万円となっております。この結果、平成２１年度の本市への運営協力費といたしま

して総売上額の２.５％、２,７１２万円が配分をされております。また、平成２２年度の

上半期の売り上げ状況につきましては、当初予算では１日平均４００万円ということで計

上いたしておりまして、総売上額は７億円を予定いたしております。この結果、平成２２

年度の上半期の本市への運営協力費といたしましては、総売上額の２.５％、１,７５０万

円が配分をされる予定で、平成２１年度と平成２２年度の上半期を足した約４,４６０万

円を美馬市オラレまちづくり基金に積み立てを行い、平成２３年度の事業に有効活用して

まいる予定といたしております。 

 なお、平成２３年度以降につきましては、オラレ美馬が将来の運営状況に備えた準備金

といたしまして毎年度１,０００万円の積み立てを行い、周辺対策事業といたしましてオ

ラレ周辺の生活環境整備に５００万円、また平成２２年度と同様、協力自治会への活動助

成金４５０万円、そして残り２,５１０万円を美馬市全域に行き渡る次世代育成事業、あ

るいはまちづくり事業に充てる予定であります。 

 その次世代育成事業、まちづくり事業は次の５点を考えてございます。一つには、学校

教育環境の充実、これについては教材や備品等の購入等も含めて充てる予定にいたしてお

ります。それから、少子・高齢化対策、地域産業の活性化、観光・文化・国際交流の推進、

その他まちづくりに資する事業ということで、５点を平成２３年度の予算に反映させてい

きたいと考えておるところでございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅君。 

◎１５番（三宅 共議員） 

 議長、１５番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅共君。 

［１５番 三宅 共議員 登壇］ 

◎１５番（三宅 共議員） 

 オラレ美馬の売上額全体の２.５％がオラレ運営協力費として配分されたということで
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すが、その活用については市の次世代育成事業やまちづくり関係事業に充てる予定と聞い

ております。また、オラレ誘致により運営協力費以外も経済効果や地元雇用にもつながっ

ていると思います。そこで、オラレ誘致の結果を市民にＰＲする必要があるのではないか

と思います。提案でございますが、宝くじの事業のように看板の設置やシールの添付をす

るなどの、事業周知を行ってはどうでしょうか。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 市民環境部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市民環境部長、小笠君。 

[市民環境部長 小笠博文君 登壇] 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 １５番、三宅共議員の再問にご答弁を申し上げます。 

 オラレ美馬の誘致による経済効果の運営協力費の事業内容の啓発をどのようにしている

のかについてでございますが、オラレ美馬誘致による経済効果は、農協の出張所の廃止に

よる地域の経済が縮小する要素の中で誘致によりまして、用地の賃借料といたしまして鳴

門市から地元へ年間５８２万円、ほかにも地元の特産物の購入、近隣の飲食店、また商店、

タクシー会社、ガソリンスタンドなど、聞き取りによりますと、経済効果は出ているもの

と思われます。また、雇用につきましても、オラレ従業員、警備員を地元から８人採用し

ておりまして、昨今の経済状況の中、大きな雇用先となっておるところでございます。 

 次に、オラレ美馬まちづくり基金の啓発についてでございますが、周辺の方々には積極

的なご協力をいただきまして、美馬市にとって数少ない自主財源であり、将来を担う子供

たちのため、またまちづくり事業に使うことをお知らせするために基金の額、事業名、事

業費などを広報みまに掲載いたしまして、広く市民の方に理解をしていただけるようＰＲ

に努めてまいりたいと思っておるところでございます。 

 また、議員からご提案をいただきました、事業名を書いた看板の設置や備品等にシール

を張るなどいたしまして、市民の皆様に身近に感じて役立っていただけるよう、オラレ美

馬まちづくり基金の周知を図ってまいりたいと考えております。 

◎１５番（三宅 共議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅共君。 

［１５番 三宅 共議員 登壇］ 

◎１５番（三宅 共議員） 

 製材ＪＡＳにつきましては製材業者の規模も異なりますが、まず有資格者の育成にご尽

力を願いたいと強く要望いたします。 

 そして、オラレ美馬の収益金は公平に有効に教育や福祉に使っていただけますようにお

願いを申し上げまして、私の和考会の代表質問といたします。 
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 ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で三宅共君の代表質問を終結いたします。 

 ここで、議事の進行上暫時休憩をいたします。 

 ５分程度といたしますので、さようお心得の上、ご参集をいただきますようにお願い申

し上げます。 

小休 午前１１時０５分 

                                         

再開 午前１１時１２分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川重文君の代表質問を許可いたします。 

 中川君。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 ただ今議長さんより代表質問の許可をいただきましたので、五月会を代表いたしまして

通告の件に関しまして順次質問をさせていただくこととします。 

 質問に先立ちまして、今までの諸先輩のような気のきいた季節柄の言葉や政界中央の出

来事、また世界情勢のことをお話しするような器用なことはできませんので、即質問に入

らせていただきますということで、よろしく了解をお願いします。 

 まず、１番目の通告の件なんですけども、先ほど和考会の代表質問と一部重なることが

あるかもわかりませんけども、私なりの切り口で今まで再三言ってきとることを話します

ので、ご了承願いたいと思っとります。 

 公共事業における住民合意形成についての質問ということで出させていただいておりま

す。その質問用紙の１に拝原最終処分場の件と２に新庁舎建設計画の件、３に合併協定の

件と、数ある公共事業の中で今回の質問では特にこの二つの公共事業とこの事業推進に当

たっては最重要要素であります合併協定の件を合わせて３項目を挙げてみました。なぜか

と申しますと、この項目はどれをとってみましても、美馬市の重要施策であり、市民や地

域住民との合意形成なくして成り立たない公共事業であり、市民にとりましても関心度が

高く、注目度も日増しに上昇していると認識しているからであります。しかし、この拝原

最終処分場建設計画と新庁舎建設計画はともに最重要施策でありながら、美馬市行政の取

り組みに私だけが感じていることかもわかりませんけども、かなりの実施意欲に開き、つ

まり温度差といいますか、実効性熱意の伝え方に差があるように見受けられるために、あ

えて対比させて問題提起をさせていただくことにより、美馬市政の関係者の方々やここに

ご出席の先輩議員の方々にもいま一度真剣に論議していただき、英知を集めた将来の美馬

市発展に寄与していただくべく、お願いの意味も込めまして本会議で代表質問として通告

しました。従いまして、理事者の方々に質問はいたしますのですが、各議員様にもおいて、

問題提起しているというようにお考えいただければ幸いと思っております。 
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 まず、拝原最終処分場建設の計画はかなり前から地元住民の築堤事業要望と絡めて、専

従の職員を配置したり、反対住民があるにもかかわらず環境アセス、埋蔵文化財試掘調査

と予算を計上し、半ば強引と指摘されても過言ではないくらい実施意欲を前面に出してい

ると思います。そして、地元住民や下流域の命の水の会などが計画に安全性が審議できて

いないと正せば住民参加型の安全性審議の新検討委員会を設置し、処分場建設に向けて積

極性を鼓舞するがごとき対応ですが、しっかり委員会の審議事項には移設地については審

議項目外です、また公開ですと言いながら傍聴者には発言の機会はありませんとか、住民

にとっては非常に納得性の欠く、厳しい制約条件をつけているのを忘れてはならないと思

います。更に、安全性が担保できなければ、この事業は中止します。ですが、築堤も同時

に半永久にできないでしょうと、これまた住民の弱いところに大きなくぎを刺しているこ

とを忘れてはなりません。このようなことはごく一部の出来事ですが、市長の実施意欲の

強さはよくわかりますが、しかしこのような対応で本当に住民との合意形成が気持ちよく

図れると思っておいでになられるのでしょうか。 

 一方、新庁舎建設計画については、拝原最終処分場建設計画と打って変わって、今から

９年前の平成１３年の合併以前から任意協議会の合併検討協議会実施から始まり、法定協

議会の合併協議会と回を重ね、更に平成１５年からはより具体的に新市事務所位置検討委

員会、まちづくり検討計画作成委員会と、これまた幾重にも会を重ねて検討しています。

そして、いざ合併時には合併協定書に明確に新庁舎の位置について明記しています。着工

の開始日、建設場所の特定位置までも記載されていることは、私ごときが言うまでもなく

皆さんよくご承知のとおりであります。そして、平成１７年３月１日、合併後も議会では

庁舎建設特別委員会、また市民目線による美馬市庁舎検討市民委員会として、市民に依頼

して意見を受けています。更に、本年も引き続き庁舎検討特別委員会が開催されています。

長々と委員会のことを申しましたが、何が言いたいのかと申しますと、このように１０年

も検討し、委員会がすべて新庁舎のことを検討しているとは思いませんけれども、すべて

足せば、５、６０回の委員会は開催していると思います。合併時に協定にしっかりと記載

された市民との約束事がありますが、今や破棄されようとしているかに写ります。財政状

況が変化したから建設実施が難しいのではとよく耳にいたしますが、市民は合併時４年以

内に新庁舎ができると期待し、夢を膨らませ、合併時新庁舎を夢見た人は沢山いると思い

ます。この近代的社会の中で、たかが４年先の財政状況のことも視野に入れず、合併協定

に政治的に盛り込んだとするならば、何と市民をばかにしたことでしょうか。賢明な徳島

県知事を始め、県議会の方、各４市町村の首長さんを始め、全議員さんの方々、有識者の

皆さんがそんなことをしたとは夢にも思いたくはありません。何はさておき、新聞紙上に

新庁舎を建設すれば２０１８年度には基金が枯渇するというような市民に不安を持たすこ

となくいかに衆知を結集して合併協定の合意をどうすれば可能にできるのか、どうすれば

約束を守ることができるのか、日夜模索し、案を見出すことに力を注ぎ、市民に対して納

得のいく方策を提案することが行政としての義務と考えます。先日中国の大理市と友好都

市締結協定書調印式がありましたが、このようなことでは美馬市はまた財政状況によって



－４３－ 

 

はこの協定の維持も難しくなるようなことが予想されます。このようなことでは美馬市の

信用が少なからずや失われていくのではないでしょうか。 

 この辺で最初に拝原最終処分場計画と新庁舎建設を対比して質問させていただくと申し

ました話に戻りますが、牧田市長さんにお伺いする内容をまとめますと、片や十分に移設

審議や安全性についての論議ができず、住民そして下流域との合意形成が図れなくても積

極的に実施計画を推し進めていこうとしている公共事業と、十分すぎるほど検討委員会を

重ね、協定書まで調印して合意形成が図れている公共事業でも消極的な実施計画になって

いることについて、基本的な考え方はということで、牧田市長さんは以前、議会の質疑応

答の中で公共事業はその地域に効果があり、今後の将来性において地域のために役立つこ

とが前提である、その中で市民との合意は大事にしながら一部の意見ではなく、公平・公

正に進めていきたいと述べられておられますので、このことを念頭に置きまして、この二

つの公共事業についての考え方について、私は矛盾を感じてなりませんので、私のような

者にでも理解できるようにわかりやすい言葉で、公共事業における住民合意形成について

どのようにお考えられておるのか、できれば拝原最終処分場の件と新庁舎建設計画経過は

表裏一体ではないかと思いますので、対比して所見をお伺いします。 

 次に、２番目の通告件名、美馬市行政について質問させていただきます。質問の要旨と

して、その１から５まで記載していますので、順次質問させていただきます。 

 その１は全国でも話題になっている高齢者の所在不明の問題について、その後というこ

とで質問します。全国で高齢者の所在が不明であると報道されてから、遠いところで起こ

っている事件と思っていましたが、去る８月２１日に新聞紙上で美馬市においても除籍作

業を怠り、１２０歳以上の１３２人が戸籍に残っていると報道されましたので、その後年

金の不正受給の有無も含めて、どの様な結果で、現在までにどのようなところまで対応が

進んでいるのか、また未対応の戸籍があるならば、いつまでに適正な処理を済ませようと

しているのか、また今後このようなことがないように、戸籍の見直し作業の取り決めをさ

れたのかお伺いします。 

 次に、二つ目としまして、情報公開について質問させていただきます。この件につきま

しても、同じく８月１１日の新聞紙上で大きく取り上げられ、徳島ネットワークを通じて

県下１、２００９年度の自治体情報公開度の悪い市として美馬市が公表されました。内容

としては、首長の交際費の開示基準や情報公開条例に定められている閲覧手数料の有無、

請求権者の範囲、公共事業の入札における予定価格の公表のあり方などを質問して、程度

に応じて点数化し、順位をつけたものです。私も時々情報公開を求めるのですが、あるは

ずであろう議事録がないとされたり、公開の場で論議されている検討委員会の発言や委員

長の名前を伏せたり、個人情報の保護枠を大きく広げたような対応をされ、何度も首をか

しげたり、再度公開を求めたりしたことがあります。美馬市行政としてはこのように新聞

紙上で報道されたことに対して、よそごととして受け流されているのか、それとも他の市

のように何か改善をされようとされているのかをお伺いします。 

 次に、三つ目として、敷地内禁煙についてお伺いしたいと思います。最近、喫煙家にと



－４４－ 

 

っては肩身の狭い思いで喫煙されている方も多いと思いますが、平成２１年１０月に美馬

市では条例第３１号で路上喫煙防止重点区域をうだつの町並と寺町周辺２カ所を定め、県

内初の歩きたばこに科料という条例運営を始めて注目されました。確か監視員２名がパト

ロールして、路上喫煙を見つけた場合、１,０００円以下の科料を徴収するとのことでし

た。そこで、ほぼ１年が経過しようとしていますが、その後現在の状況を教えていただき

たいと思います。例えば、私は目にしたことがないのですけれども、現在のパトロールの

頻度はこれぐらいやっているとか、懲罰者が何人いたとか、注意で事済んだとか、そのよ

うなことで結構ですので、よろしくお願いします。また、それを踏まえて、美馬市は不特

定多数の人が利用する公共空間を原則として全面禁煙にするよう都道府県に求めた、厚生

労働省通知により庁舎内は禁煙の策をとっているようですが、一方県下ではそれを更に一

歩進めた敷地内禁煙の措置を県南の市ではとっているところもあるようです。美馬市では

先に述べたように観光客にも路上喫煙防止条例まで設けたのですから、最近たばこの有毒

性、また副流煙、つまり受動喫煙の被害も騒がれたりしています。また、職員の健康面の

配慮を促す意味でも県下に先駆けて美馬市自治体自ら敷地内禁煙の措置を取ってもおかし

くはないと思うのですが所感をお聞かせ願いたいと思っています。 

 続いて、四つ目の合併特例債の利用状況と今後の発行計画について質問をさせていただ

きます。我が市は自主財源の割合が他市に比べて非常に少なく、国からの交付財源に頼り

っぱなしの市財政の運営でありますことは皆さんよくご承知しており、また関係者の方の

ご苦労ははかり知れないものがあり、日夜やり繰りと捻出策に奔走していることには敬意

を払っておきたいと思います。そこで、酷な質問かもわかりませんが、合併特例措置終了

も迫ってきていますので、合併特例債で本市がどのくらい総額を利用しようとしているの

か、そして現在までにどれぐらい交付を受けたり、確定しているのがあるか、またこれか

ら残りどれぐらい交付を見込めるとの見通し、つまり計画をされているのか教えていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 最後に、５番目として、耐震工事の進捗状況と今後の予定、また工事期間中の安全性に

ついて質問させていただきます。政府の耐震化推進指針に基づき、各関係部署におかれま

しては橋梁、学校、その他公共施設において耐震診断と並行して耐震工事を進めているの

は私もあちらこちらで拝見しますので、これから耐震診断しないとわからない対象物はそ

の件数のみ教えていただくとしまして、現在耐震計画実施の対象物に挙がっているものに

ついての進捗状況、つまり、何件対象物があり、現在までに何件まで終わり、工事途中の

ものと、これから実施していくものが何件あり、いつまでの終了予定で計画なのかを教え

ていただきたいと思っています。 

 また、安全性についてということについては、私が指摘するまでもなく、関係者の方々、

業者の方々も細心の注意と配慮をしていただいていると思われますが、私の家に一番近い

江原南小学校の耐震工事の朝の登校時間帯を見ていますと、業者の車の到着と子供の送迎

の車の間を縫って小さいお子さんが通っておられます。その光景を見るたびに、本当に安

全性が徹底されているのかと不安になります。登校時間帯に業者は入らせないとか、登校
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時間には先生ばかりに立ち番をさせるのでなく、業者の方も誘導員を配置してほしいと思

っております。また、時期的にイベントや特に運動会シーズンを迎えていますので、常時

と違った人の出入りや、思わぬ幼児の侵入等も発生しないとも限りません。今まで以上の

注意を図り、不測のことが起こらないように願いたいと思いまして、質問というか提案に

近いかもわかりませんが、問い立てをさせていただきました。 

 以上、通告していました五月会の代表質問を終えたいと思います。答弁される方はテレ

ビ中継もいたしていますので、皆さんにわかりやすい明確な易しい言葉で答弁をよろしく

お願いします。 

 答弁内容によっては再質問させていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質問者、答弁者に申し上げます。質問の趣旨が多岐にわたっておりますので、質問の趣

旨を確認の上、効率よく答弁をしていただきますように議長の方から督励いたしておきま

す。 

 はい、答弁をしてください。 

◎副市長（河野尚二君） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 河野副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 １番、中川重文議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず最初に公共事業における住民合意形成についてということで、拝原最終処分場の件

と、それと新庁舎の件というふうなことでございます。 

 拝原最終処分場につきましては、ご承知のように平成１８年に設置されました拝原最終

処分場適正処理検討委員会から出された処理方針に基づき、現在の処理計画が策定されま

した。これをもとに、平成１９年７月に第１回目の地元説明会を開催し、引き続きまして、

翌８月には第２回目を開催して、地域住民の方々に理解を求めてまいったところでござい

ます。しかしながら、処理計画に異議を持たれる地域の方々は、拝原地区における処分場

建設反対の陳情や意見書の提出を重ねられました。市といたしましては、平成２０年度よ

り、市役所内に担当部署を設けまして、処理計画に理解が得られていない方々に対しまし

て、個別の説明や交渉に当たってまいりました。申し上げるまでもなく、当処理計画につ

きましては、地域の環境保全はもとより、災害から地域住民の生命と財産を守るための築

堤工事にかかわる極めて重要な事業であるとの認識のもとに、昨年の６月議会におきまし

て、市長から事業実施の方針を表明させていただいたところでございます。また、市民を

代表する当市議会におきましても、これまで本事業にかかる予算審議等を通じまして、事

業推進についてご理解をいただいているところでございます。 

 しかしながら、こうした中、昨年１１月には、吉野川下流域の住民で組織する団体が結
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成され、市に対しまして、拝原最終処分場の経緯及び平成１８年の適正処理検討委員会の

審議内容、それから現計画について説明を求める意見書の提出がございまして、これを受

けまして、本年３月７日に第１回の拝原最終処分場の説明会を開催し、理解を求めてまい

ったところでございます。 

 その後、下流域住民団体より、第２回目の説明会開催を求める意見書が提出されました

が、市といたしましては現計画について技術的な安全性を証明する議論の場を設け、理解

をいただくことにいたしまして、去る７月３１日に専門家の先生を始め、地元拝原地区の

住民代表や下流域住民団体の代表者など、１４名で構成する拝原最終処分場検討委員会を

立ち上げまして、同日第１回目の検討委員会を開催いたしたところでございます。 

 市といたしましては、住民合意を得るというふうなことで、できるだけ多くの皆さんに

参加をいただき、審議内容等を把握していただくために同委員会の開催について、事前に

行政告知放送で案内するとともに、当日はアンケートによりご意見やご質問をお聞きし、

出されたものに対しましては、できるだけ親切で丁寧な対応に努めてまいったところでご

ざいます。 

 今後におきましても、更に多くの方々にご参加をいただき、検討会の議論等を通じて処

理計画についてご理解をいただきまして、地域住民の方々の合意が図られるよう努めてま

いりたいというふうに考えております。 

 それともう１点、新庁舎の件でございますが、新庁舎建設につきましては、拝原最終処

分場の整備とはこれは異なりまして、起債対象となる標準単価などの関係からすべての事

業費に合併特例債が適用されるものではなく、多大な一般財源が必要となるものでござい

ます。そこで、庁舎問題につきましては、十分な市民コンセンサスを得る必要があるとい

うふうなことで、庁舎検討市民委員会を設置いたしまして、さまざまな角度から市民の目

線でご検討をいただいたところでございます。そして、庁舎検討市民委員会からのご報告

等を踏まえ、当時の厳しい財政状況から、まずは本市の財政健全化に努め、合併特例債が

活用できる期間内を考慮して、平成２２年度末、本年度末までに検討を行うというふうな

発表をさせていただいたところでございます。 

 新庁舎建設の是非など、庁舎問題についての方針は、先ほど久保田議員のご質問に対し

まして市長から申し上げたとおりでございまして、来年２月ごろには結論を出したいとい

うふうに考えております。庁舎の事業につきましても、拝原の事業につきましても、これ

は本当に大事業でございます。数１０億かかる大事業でございまして、行政がこういった

大事業を一方的に進めていくのではなく、やはり市民の皆さん方とともに、対等な立場で

議論をして、公正・公平な判断をしていかなければいけないというふうに思っております。

それからまた、大事業を進めていくためには三つの視点が必要でございまして、まずは長

期的な視点、それともう１点は多面的な視点、それともう１点は抜本的な視点というふう

なことで、この三つの視点というものをできるだけ考慮しながら、総合的に判断してこの

大事業を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 
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 市民環境部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市民環境部長、小笠君。 

 

[市民環境部長 小笠博文君 登壇] 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 続きまして、美馬市行政についてのご質問の中で高齢者の所在不明問題についてのその

後と今後の進め方とのご質問でございますが、戸籍簿は個人の身分上の変動を記録いたし

まして、公証する公簿でありまして、発生した事実を正確に記録する必要がございます。

今回、本市では１２０歳以上の高齢者１３２名が戸籍上で生存となっております。その理

由といたしましては、死亡届が提出されなかったこと、また他市町村、海外移住を含むも

のでございますが、死亡した後、本籍地へ死亡通知がなかったこと、失踪や行方不明で本

籍地がわからず通知がなかったこと、戦争や災害等の混乱によりまして、無届けや事務処

理ができなかったことなどが考えられますが、いずれにいたしましても、戸籍制度の信頼

性を損なう事態を生じましたことにつきまして、真摯に受けとめ反省をいたしておるとこ

ろでございます。 

 今後の事務処理につきましては当面、死亡の事実を確認することのできない１２０歳以

上の高齢者を対象にいたしまして、戸籍記載許可申請の手続を進めておりまして、法務局

の許可を得た後、職権の消徐をすることといたしております。なお、高齢者が対象となり

ます行政サービス等につきましては、後期高齢者医療、公的年金の受給、敬老祝い金、介

護保険にかかるサービス、夫婦とも健在の場合の金婚祝い金、高齢者に対するサービスが

ございますが、すべてのものにおいて、住民登録をされていることが必須条件となってお

りまして、美馬市におきまして該当する高齢者につきましては生存確認を行い、公正な受

給をされていることを確認をいたしております。 

 今後におきましては、高齢者の所在確認を引き続き行うとともに、戸籍の消徐につきま

しては法務局と協議を重ねながら定期的に実施をしてまいりまして、適正な戸籍管理につ

とめてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、敷地内禁煙の中で、美馬市路上喫煙の防止に関する条例制定から現在までの状況

についてのご質問でございますが、美馬市路上喫煙の防止に関する条例の制定につきまし

ては、平成２１年４月より施行し取り組んでいるところでございます。この条例の目的と

いたしましては、市民等が身体及び財産の安全の確保を図り、安全で清潔かつ快適な生活

環境の向上に資することを目的といたしておりまして、市では環境基本計画の中で重点施

策事業といたしまして、歴史的建造物の環境保全に取り組んでおりまして、路上喫煙防止

重点区域として、美馬町の寺町、また脇町のうだつの町並みの２カ所を指定し、市の環境

パトロール員が巡回し、啓発しながら路上喫煙の防止に取り組んでおるところでございま

す。議員ご質問の件数でございますが、施行日から現在まで重点区域における路上喫煙者

に対しての指導等を行った件数は寺町地区で７件、うだつの町並みで２１件指導しており
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まして、合計２８件でございます。この２８件につきましては、科料は科してございませ

ん。 

 以上でございます。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、新井君。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 続いてご答弁をさせていただきます。 

 まず、情報公開についてのご質問でございますが、一般的に情報公開条例は個人に関す

る情報でかつ個人が特定できるものについては非公開とする、という定め方をいたしてお

ります。本市の条例でも同様の取り扱いといたしております。情報公開につきましても、

今後とも、公正で民主的な市政の推進を図るという目的を踏まえまして、美馬市情報公開

条例に基づきまして適正に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、敷地内禁煙についてのご質問でございますが、現在、本市におきましては健康増

進法第２５条の受動喫煙の防止に基づきまして、平成１９年５月１日から庁舎内は全面禁

煙といたしております。受動喫煙の防止に努めているところでございます。そのため、現

在喫煙者は庁舎外の敷地の中で決められた場所でしか喫煙することができないことといた

しております。一方、受動喫煙を取り巻く環境は変化いたしておりまして、今年２月に厚

生労働省から受動喫煙防止対策についての通知が出されまして、受動喫煙の健康への影響

が科学的な根拠として明記されたものでございます。たばこの煙から出る副流煙には喫煙

者が吸うたばこの煙に比べまして、ニコチン、タール、一酸化炭素などの有害物質が２倍

から３倍も濃度が高くなること、あるいは肺がんのリスク、そして妊婦さんや子供たちに

対する健康被害が受動喫煙からの悪影響として明らかにされたところでございます。従い

まして、たばこの煙を周りの人に吸わせないために官公庁や医療施設においては全面禁煙

とすることが望ましいとされておりまして、更に受動喫煙の防止に努めることとされたも

のでございます。 

 ちなみに、県下の庁舎における禁煙の取り組み状況でございますが、今年の５月に美波

町におきまして、県内市町村では初めて敷地内の全面禁煙が実施されたところでございま

す。庁舎内を全面禁煙といたしておりますのは本市を始め１０の市町村でございます。ま

た、庁舎内での分煙方式をとっておりますのは１３の市町でございます。多数の方が利用

されます庁舎を敷地内の全面禁煙とすることは来庁者のご理解とご協力も必要でございま

す。このため、議員ご質問の取り組みにつきましては各自治体ともまだまだ進んでいない

状況でございますが、今後十分議論していかなければならない問題であるというふうに考

えております。 

 次に、合併特例債の利用状況と今後の発行計画についてのご質問でございます。ご承知
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のように、合併特例債は合併後の新しいまちづくりを進めるために必要な事業の財源とし

て借り入れをすることができる地方債でございます。元利償還金の７割が地方交付税の基

準財政需要額に算入される財政的に有利な地方債でございます。これまで、合併特例債を

活用した事業といたしましては、まちづくり交付金事業や中山間地域総合整備事業などの

ほか、現在実施いたしております市内の小中学校の耐震改修事業など、重要かつ合併特例

債の活用が最も有利と考えられる事業に優先的に活用しているところでございます。発行

額につきましては平成２１年度までに３０億４,２２０万円を発行いたしておりまして、

平成２１年度末の現在高は３０億１,１８６万３,０００円となっております。 

 次に、今後の発行の計画でございますが、本年２月に見直しを行いました中期財政計画

におきまして、平成２２年度から平成２６年度まで４５億７,９００万円の発行を見込ん

でいるところでございます。主な事業といたしましては循環型社会形成推進事業、高質空

間形成施設整備事業、これは旧まちづくり交付金事業でございます。また、学校施設のう

ち、夜間照明等の整備事業などへの活用を予定いたしております。 

 発行可能の期間が限られている起債でございますので、その活用につきましてはできる

だけ有効に使わなければなりませんが、有利な起債とは言いながら、多額の借り入れを行

うことは過度な将来負担を招くこととなりますので、毎年度の起債発行限度額設定などを

通じまして、今後も計画的な発行に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、本市公共施設の耐震の計画についてのご質問でございますが、平成７年に発生い

たしました阪神・淡路大震災では多くの家屋が倒壊をいたしまして、かけがえのない６,

４３４名もの方の命が失われ、４万４,０００人以上の方々が負傷されたのもまだ記憶に

新しいところでございます。大きな被害を出しました最大の要因は、昭和５６年以前に建

設されました既存住宅の倒壊や家具の転倒によるものであり、全死者数の８割以上を占め

ていたことが確認をされております。この悲惨な教訓を後世に活かすため、国におきまし

ては、災害対策基本法や防災基本計画の見直しが行われるとともに、新たに建築物の耐震

改修の促進に関する法律など、建築物の耐震化に関しますさまざまな法整備と対策が講じ

られたところでございます。 

 本市ではこのような経過を踏まえるとともに、今後３０年以内に６０％以上の確率で発

生が予想されております、南海・東南海地震に対する備えとして、平成２０年３月に美馬

市耐震改修促進計画を策定いたしました。この計画では、耐震改修促進法及び徳島県の耐

震改修促進計画に沿いまして、建築物の耐震診断や耐震改修を図るための施策が盛り込ま

れておりますが、法第６条に定められております重要建物のうち、小学校、中学校、体育

館、庁舎、公営住宅につきましては平成２７年度末における耐震化率目標を設定し、計画

的に耐震化を進めているところでございます。このうち、庁舎につきましては、震災等、

災害発生時の拠点となる重要な施設でございますが、現状を報告させていただきます。 

 まず、穴吹庁舎につきましては、昭和６１年に新しい耐震基準に沿って設計・施工され

たものでありますので、耐震化の必要がございませんが、その他の３庁舎については新耐

震基準を満たしておりませんので、耐震診断等の対策が必要でございます。今議会に木屋
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平総合支所の耐震診断に要する予算を計上させていただいております。また、脇町庁舎、

美馬庁舎につきましては、本市の新庁舎の建設の方針が定まった時点で対応いたしたいと

考えております。 

 それから、学校、市営住宅等の進捗状況につきましては、それぞれ所管の部長の方から

ご答弁をさせていただきます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 佐藤教育次長。 

[教育次長 佐藤健二君 登壇] 

◎佐藤教育次長（佐藤健二君） 

 中川議員さんからの美馬市行政についての質問のうち、学校施設の耐震工事の進捗状況

と今後の予定についての質問についてお答えをさせていただきます。 

 学校施設の耐震化につきましては、文部科学省による学校耐震化推進指針に基づき、平

成１７年度より順次、耐震化を進めてきたところであります。本市には現在小学校が１４

校、中学校が７校ございまして、そのうち、耐震補強が必要とされる昭和５６年以前に建

設された非木造建築物が、小学校の普通教室、特別教室及び管理棟などの校舎で１４棟、

屋内運動場、体育館でございますけれども、屋内運動場で７棟、中学校の校舎で５棟、屋

内運動場で４棟、計３０棟、建物の延べ面積で２万８,４２５平方メートルございました。

このうち、耐震診断の結果、耐震改修が不必要でありました３棟も含めまして、本年度末

までに２３棟、面積にして２万４,８３８平方メートルの耐震化が完了いたします。これ

により、市内の小中学校施設の耐震化率は本年度末で８７.３％となるところでございま

す。 

 残る施設、小学校の特別教室などの校舎３棟、屋内運動場１棟、中学校の特別教室など

校舎２棟、屋内運動場１棟、計７棟につきましても本年度中に策定をいたします学校再編

計画との整合性を図りつつ、国・県の新制度を有効に活用し、計画的に耐震化を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、工事期間中の安全確保についてでございますが、工事期間中におきます安全対策

につきましては、児童生徒の登下校時には工事車両の侵入を制限いたしますとともに、工

事車両が出入りする際には誘導員を配置し、安全を確保に努めております。また、耐震補

強工事を行う校舎や屋内運動場につきましては、バリケードの設置や落下防止施設を設置

し、児童生徒の安全確保に努めているところであります。特に、運動会等のイベントの際

には適正な安全対策を講じるよう施工業者に指示し、安全確保に努めているところであり

ますが、今後とも議員ご指摘のように児童生徒はもとより、関係者が事故に巻き込まれる

ことのないよう再度施工業者に対しまして、万全な安全対策を図るよう要請し、安全の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

◎建設部長（武田季三君） 

 議長、建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 建設部長、武田君。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 

◎建設部長（武田季三君） 

 続きまして、耐震工事、橋梁の進捗状況と今後の予定についてのご質問でございますが、

美馬市が管理する道路橋は５７４橋ございます。このうち、建設後５０年を経過する高齢

化橋梁の占める割合は現在６％でございますが、２０年後には３０％を超える急速に高齢

化橋梁が増加することが想定されます。これらの橋梁が今後一斉に更新時期を迎えた場合、

大きな財政負担が生ずることとなります。このような背景から、道路交通の安全性・信頼

性を確保するため、これまでの傷んでから修繕する事後保全的な対応から計画的かつ予防

的な対応に転換し、橋梁の長寿命化及び計画的な修繕・架け替えを実施することで予算の

平準化・コスト縮減を図ることが不可欠であります。このため、本市では昨年度、橋梁長

寿命化修繕計画策定補助制度を活用し、補助対象となる１５メートル以上の重要橋梁１１

４橋について専門機関による橋梁の点検を実施いたしました。本年度にはその点検結果を

踏まえ、重要橋梁１１４橋について交通量が多く日常の生活に必要不可欠である橋梁とか、

もし落橋すれば集落が孤立する等の重要橋梁から、財政負担の軽減と市民の安全性を考慮

した橋梁長寿命化修繕計画を策定いたします。残り１５メートル以下の橋梁につきまして

も本年度に点検を実施し、来年度以降、これらの点検結果を踏まえ、長寿命化修繕計画を

策定し、計画的な修繕・架け替えを行い、安心・安全なまちづくりに取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、市営住宅における耐震工事の進捗状況と今後の予定についてのご質問でございま

すが、現在、美馬市が管理運営する市営住宅の総数は６５団地、２７４棟ございます。そ

のうち、建築基準法改正による新耐震基準施行後に建設された３３棟及び県の簡易診断法

により診断を受けた、壁式コンクリートづくりの１２棟につきましては耐震性ありとの結

果が出ております。本年度、耐震診断を実施しておりますのは穴吹地区、明連団地の４階

建ての１棟、脇町地区、拝北団地の３階建て１棟、同じく別所団地の４階建て１棟、美馬

地区ナロヲ第１団地の３階建て１棟、同じくナロヲ第２団地の３階建て１棟の計５棟でご

ざいます。これによりまして、市営の中層団地すべての耐震診断業務が完了いたします。 

 耐震工事につきましては、これらの評価を踏まえ、必要な工事計画を立てて、速やかに

実施してまいりたいと考えております。また、用途廃止を前提といたしました１３団地６

２棟を除く、残りの２階建て及び木造住宅の１６２棟につきましても、順次耐震診断計画

を策定し、実施してまいりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川重文君。 

◎１番（中川重文議員） 

 はい。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質問者に申し上げます。残時間を十分考慮した上においての質問の展開をお願い申し上
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げたいと思います。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 わかりました。あいさつを省略したぐらいでは追いつかんぐらい、ちょっと量が多かっ

たんで、次回は考えたいと思うんですけども、その中で、いろいろあるんですけども、ま

た個別にいろいろお伺いしに行きたいなとは思っております。この場ではとりあえず、そ

の３点だけ手短に再質問させていただきます。 

 一つ目の拝原処分場の建設計画の分と庁舎建設計画の分を対比してお話しさせていただ

いたんですけども、公平・公正に進めていくということなんで、同じような対応というん

ですか、どちらも公平に進めるようなことをしてほしいと思っております。拝原処分場の

件につきましては、今検討委員会が始まって、今度２回あるんですけども、安全性を担保

するために追加調査等、いろいろ項目が出てきたときに、また財政的理由でこれはできな

いとかいうんでなくて、今、お金をかけるか、まして万が一やり始めたときに何か思わぬ

ことが出てきて、また追加予算をつけるとか、そういうんでなくて、心配であるというよ

うなことに対しては、できるだけ多く調査項目をつけていただけるかどうかというんを、

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、庁舎の方では同じように拝原専従をつけとんで、庁舎建設の専従の人をつける

意志はあるのかどうかというんが二つ目です。 

 それと、三つ目で、敷地内禁煙についてですけども、いろいろ難しいということを聞い

たんですけども、そういうことをしないんであれば、今の地下の方で何かしら囲いをつく

ったりとか、そういうふうにして、野ざらしのような状態で喫煙者の方に気分よく吸って

いただくような場所ではないと僕は思とんで、費用は要るかもわかりませんけれども、ち

ょっとましな、囲いみたいな、気分よく吸えるような場所でもつくっていただいたらいん

じゃないかなと思うんですけども、その３点だけどういう考えでおられるのか市長さんに

お伺いしたいと思います。 

◎副市長（河野尚二君） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 河野副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 １番、中川議員の再問にお答え申し上げたいと思います。各二つの事業については先ほ

どご答弁申し上げましたように、公平・公正に今後ともやっていきたいというふうに考え

ております。それからまた、現在、調査の点でご質問ございましたが、これは専門家を交

えた検討委員会の中で、今、検討をいただいておりますので、その結果で調査できる項目

については調査していきたいというふうに考えております。 

 それからあと、庁舎の職員についてということでございますが、職員につきましては、
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これは総務課が担当しておりまして非常に優秀な職員がやっておりますので、現状で頑張

っていただくようにしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、新井君。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 敷地内禁煙についての再問にお答えをいたします。先ほどもご答弁申し上げましたよう

に、この禁煙につきましては、いわゆる健康の問題でもございます。従いまして、市役所

を訪れる方々のご理解と協力も必要というようなことで、今後十分議論していかねばなら

ないと、このように考えております。 

 それから、職員の喫煙マナーのお話がございましたんですが、これにつきましてはマナ

ーを十分守るように、この分につきましては徹底をしていきたいというふうに思っており

ます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川重文君。 

◎１番（中川重文議員） 

 はい。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 再々問することはないと思ったんですけど、時間がちょっとあまりましたんで、一つだ

け追加で質問させてもらいます。 

 高齢者の所在の不明の問題について、ちょっと年金の不正受給の有無も含めてというこ

と申したんですけども、そこがちょっと明確でなかったので、市民の皆さんにも安心して

いただく意味も込めまして、そういうことはなかったというようなことをもう１回明確に、

そうであればそう伝えてほしいのと、あと戸籍の分で、順次その作業を見直していくとい

うことを言ってたんですけども、２年に１回とか３年に１回とか、そういうふうなものを

取り決めされたんかどうかとか、そういうところも具体的にあるんであれば、ちょっと補

足していただけたらと思っております。 

 それで、以上です。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 市民環境部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市民環境部長、小笠君。 
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[市民環境部長 小笠博文君 登壇] 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 中川議員さんの再々問でございますが、１２０歳以上の高齢者が１３２名戸籍上で生存

になっとる、今後どういうふうな処置をしていくのかということでございます。この処置

につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたように法務局と協議を十分重ねながら、

２年、３年という期間は決めてございませんが、定期的に実施をしていきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 それと、行政サービス等につきましては、先ほどもご答弁申し上げまして、ご説明申し

上げましたが、高齢者に対するサービスでございますので、住民登録をされておる方が必

須条件となっておりますので、該当する高齢者につきましては生存確認を行って公正な受

給をしておりますので、その辺りを確認をきちっと美馬市はしておりますので、間違いな

いというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川君おわりですか。 

（「はい」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 はい。 

 以上で、中川君の質問は終結いたします。 

 議事の都合により、１時１０分まで休憩といたします。 

小休 午後０時０６分 

                                         

再開 午後１時０６分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 引き続いて、代表質問を行います。 

 美馬政友会、川西仁君。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 １４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １４番、川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 議長の許可を得ましたので、引き続きまして、昼から代表質問の続きをやらせていただ

きたいと思います。 

 我々、美馬政友会には、藤川議長が所属しておりまして、代表質問には通告をきちっと

した内容で重点的にせよというご指示を受けておりますので、私が代表質問を通告どおり
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させていただきたいと、このように思います。 

 通告の内容といたしましては、緑の分権改革については、要旨の中身におきましては、

この緑の分権につきまして、本市における取り組み状況はいかなものか、また２点目とい

たしましては、過疎地域自立促進計画についてでございます。この過疎地域自立促進計画

におきましても、これが先般の問題として提示されておりまして、この中身を、現況の問

題点を踏まえて、また計画の進め方、こういったもんを代表で質問をさせていただきたい

と、このように思います。 

 まず１点目の緑の分権改革についてでございますが、私たち美馬政友会におきましては、

去る７月の２１日、また２２日の２日間に東京の衆参議員会館におきまして、緑の分権改

革とそのシステムの利用法、また合併浄化槽とその効率、また商店街の振興、ソーシャル

ビジネス等、こういったことを調査及び研究を行ってまいりました。こうした中、今回、

この調査研究項目の中で、本市でも取り組んでおる緑の分権改革、この１点に着目をし、

これらの取り組み状況はいかなるものか、こういったことを質問させていただきたいと思

います。この緑の分権改革とは、それぞれの地域がいま一度森、里、海と、それにはぐく

まれるきれいな水、先祖伝来の田畑、輝く太陽などといった豊かな資源とそれに生み出さ

れる食料やエネルギー、あるいは歴史文化資産の価値等を把握し、最大限活用する仕組み

を草の根的につくりあげていくことによって、地域の活性化、またきずなの再生を図り、

地域から人材、資金が流出する中央集権型の社会構造を分散自立・地産地消・低炭素型と

していくことにより、地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会への転換を実現しよ

うとするものであります。こういった取り組みを国の総務省は緑の分権改革推進本部、ま

た緑の分権改革推進協議会を設置し、先進的団体や有識者のご協力のもと省を挙げて改革

を推進するものとし、平成２１年度第２次補正予算においてはクリーンエネルギーについ

て、また平成２２年度当初予算においてはあらゆる地域資源の移行についても、これらを

活用した取り組みにかかわる調査を地方公共団体にゆだね、平成２３年度以降についても

緑の分権改革推進会議における検討の結果、緑の分権改革に先進的に取り組むものとし、

今後も積極的にこの緑の分権改革の推進を図っていくようであります。 

 まず、ここでお伺いしたいと思いますが、本市における緑の分権改革、この状況の取り

組みはどのようなものがあるのか、お伺いをしたいと思います。 

 続きまして、２点目の過疎地域自立促進計画についてでございますが、美馬市の人口推

移を見てみますと、昭和３５年には５万９,０３０人でありましたものが、平成１７年度

には３万４,５６５人と２万１,３６５人減少しております。これが率にいたしますと３

８％の減少ということになります。今回、改正されました過疎地域自立促進特別措置法、

これではこの間の人口減少率が３３％を超えており、なおかつ平成１８年度から平成２０

年度の財政力指数の平均が０.６以下である自治体が過疎市町村として指定されるという

ことになっております。こうした条件のもとに、美馬市は引き続き過疎地域として指定さ

れたところでございまして、今回策定されました過疎地域自立促進計画、これに基づき、

本年度から平成２７年度まで、各種施策に取り組んでいかれるものと考えられております。
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また、この計画に示されている事業を実施していく上では、過疎債の発行が認められてお

り、この元利償還金には７０％の交付税措置があるということでございます。美馬市にと

っては本当に、非常にありがたい財政支援策が講じられておる状況であります。私自身、

脇町出身でございますが、過疎債につきましては、あまりなじみがなかったわけでありま

す。しかしながら、こうした制度があったからこそ、旧穴吹町や、また美馬町、木屋平村、

こういったところが一定の普通建設事業を実施しながらも安定した財政運営を行うことが

できたのではないでしょうか。今回、策定されました計画の中身で、今後６年間の計画と

して盛り沢山の事業が示されておりまして、こうした事業は当然過疎債を活用して実施し

ていくものと思われます。そこで、お尋ねをしたいと思います。 

 まず、美馬市合併からこの５年間に取り組んできた過疎対策事業の実績はどのようにな

っておられるのか。この間の事業の内容や事業費、過疎債の発行額などを踏まえましてお

答えをいただきたいと思います。また、今回改正された過疎法では新たにソフト事業にも

過疎債が認められることとなっておりますが、美馬市といたしましては、今後過疎債を活

用しながらどのような事業を重点に取り組んでいかれるのか、以上、２点お伺いしたいと

思います。 

 ご答弁によりまして、また再問をさせていただきたいと思いますので、どうぞ賢明なる

ご答弁をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １４番、川西議員さんに、美馬政友会代表のご質問をいただきました。私からお答えを

申し上げたいと存じます。 

 まず第１点目の緑の分権改革についての本市の取り組み状況についてのご質問でござい

ますが、先ほど委員さんからご指摘ございましたように、緑の分権改革というのはそれぞ

れの地域が森や里や海、それぞれにはぐくまれるきれいな水や豊かな資源と、それによっ

て生み出された食料やエネルギーにつきまして最大限活用しながら、その地域の振興を図

っていく。そして、地域づくりをしていくという、いわば新しい地域のきずなの再生も含

めた施策でございます。今までの地域から、地方から人材や資金が流出をするという中央

集権型の社会構造をもっとこう分散、自立をさそう、あるいは地産地消を図る中で、ある

いは低炭素型の社会構造にしていこうということで、地域の自給力、またその富をつくっ

ていく力、創富力を高める地域主権型社会へ転換していこうと、今お話のあったとおりの

施策でございます。 

 本市が現在取り組んでおります緑の分権改革推進事業、内容につきましては平成２１年

度から総務省がこれを推進しておりまして、推進のための基礎的な条件整備といたしまし
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て、実施しておりますいろんな施策がございます。中でも、地域のクリーンエネルギーの

資源の賦存量といいますか、ある量の調査やあるいは事業化の方針についての先行実証実

験や調査事業につきまして平成２２年度から実施をいたしておりますが、美馬市もその採

択を受けまして、国から１００％の委託金をいただいて実証実験を行おうとしているもの

でございます。 

 美馬市が取り組んでおります事業でございますけれども、美馬市は県西部の主産地とし

てブロイラーの生産が大変盛んでございまして、最大時には８００万羽から１,０００万

羽近くが飼育をされておりまして、この養鶏が県下ではほとんど１位ではないかというこ

とで、生産量としては大変多いわけでございますが、と同時に、その廃棄物としての鶏の

ふん、鶏ふんの処理というのが負の部分でございまして、この処理につきましてはミマコ

ンポストにおきまして、堆肥化を行ったり、あるいは販売の処理をいたしておるところで

ございます。しかしながら、臭気や、また肥料として十分なかなか活用できていないとい

う問題もございまして、肥料として販売するにも需要が低迷をいたしておりまして、一部

の廃棄物処分に多額の経費を要しているというのが現状でございます。 

 このような現状を踏まえまして、総務省から緑の分権改革推進事業の認可をいただきま

して、廃棄される鶏ふんをエネルギー資源として有効活用していこうという方法で検討に

入ったものでございまして、この提案が国の緑の分権改革事業の一つに採択されたもので

ございます。 

 先般、事業推進のための協議会も設けまして、県の畜産課、農業支援センター、農協、

ミマコンポスト、貞光食糧といったメンバーも決まりまして、コンサルタント業者も決定

をいたしましたので、本年度末にはその手法につきまして方向性が見出せるものと考えて

おるところでございます。 

 本事業の成果は、バイオマスエネルギーの活用ということでございまして、循環型社会

の形成、鶏ふん需要の拡大による地域養鶏の安定的な発展等の効果が期待をできますこと

から、その成果をもって今後事業化できるかどうかという可能性につきまして検討をして

まいりたいなというふうに考えております。 

 次に、過疎地域の自立促進についての合併後５年間に取り組んできた過疎対策事業につ

いての事業内容、あるいは事業費、過疎債の発行額などを踏まえた実績についてというご

質問でございます。 

 まず、合併後５年間に過疎対策事業といたしまして取り組んでまいりました事業でござ

いますけれども、地域情報化基盤整備事業や下水道整備事業、市道・農林道整備事業など

が主なものでございます。また、この間の事業費は約７７億５,５００万円でございます

が、こうした事業で整備をいたしました社会基盤はいずれも市民生活に欠かすことのでき

なかったものであるというふうに考えております。なお、財源につきましては、過疎債が

約５０億５,５００万円で、こうした事業を進めていく上で必要となった市の一般財源で

ございますけれども、約１億４,２００万円となってございます。 

 ５０億５,８００万円という起債発行額は本市にとりましては、将来大きな負担となり
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かねない規模ではございますが、過疎債はご承知のように元利償還金の７割が普通交付税

の基準財政需要額に算入されるという、非常に有利な起債でございますので、こうした事

業展開が可能となったものでございます。 

 次に、今後の過疎債を活用しながらどのような事業に重点を置いて取り組んでいくのか

というご質問でございますけれども、今回改正されました過疎地域自立促進特別措置法で

は過疎債の対象事業としてハード事業の部門では、図書館や認定こども園などが追加をさ

れております。更に、いわゆるソフト事業への拡充も図られたところでございます。そこ

で、本市といたしましては、現在、江原地区に計画をいたしております、認定こども園建

設の財源として過疎債を見込むなど、拡充された制度を最大限活用することといたしてお

るところでございます。 

 一方、ソフト事業につきましては、地域医療の確保や住民に身近な生活交通の確保、集

落の維持及び活性化などの住民の安全・安心な暮らしの確保への活用が認められておりま

して、本年度、本市への発行限度額は約１億４,５００万円となっておるところでござい

ます。 

 こうした財源を活用しながら、地域情報システムを活用した健康づくりや高齢者対策な

ど、市民の皆様が安全で安心して生活のできる仕組みづくりやデマンド交通システムの導

入など、市民生活に密着した事業はもとより、地域の自立と活性化につながる事業を積極

的に展開してまいりたいと考えておるところでございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 はい、川西君。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 １４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 はい。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 昼の大変眠たいところを再問させていただきたいと、このように思います。 

 まず、緑の分権改革について再問をさせていただきたいと、このように思います。この

緑の分権改革の取り組みにつきましてでございますが、ただ今、丁重なるご答弁をいただ

いたわけでございますが、本市といたしまして基礎的条件整備といたしまして、クリーン

エネルギー資源の賦存量調査、また実証調査を行うとし、この中身といたしましては養鶏

の処理を別途有効利用できないか、調査試験を行うということでございますが、本市にお

ける畜産業での養鶏は本当に基幹産業で、こと鶏ふんにおきましては合併前より非常に悩

みの多い種でございました。こういった中身をこの緑の分権改革に絡めてやられる、本当

に大変意義のあることだと私も思います。この事業はせんだっての議会で３,５８５万円、

こういった予算を国より全額の補助でいただきました。正しく緑の分権改革の予算でござ

います。この予算の中身の内容をもう少し具体的にご説明を賜りたいと思います。 
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 もう１点、過疎地域自立促進計画についてでございますが、これも先ほど、牧田市長よ

り丁重なるご答弁を賜りましたが、この計画につきまして、美馬市合併後５年間の過疎対

策事業の実績といたしまして、全体事業費では約７７億５,５００万円で、このうち過疎

債発行額が５０億５,８００万円でありました。また、こうした事業を進めていく上で必

要となった市の一般財源は約１億４,２００万円であったというご答弁ではなかったかと

思います。そして、本年度からは新たな過疎対策といたしましてハード事業におきまして

は認定こども園の整備を行い、またソフト事業といたしましてはデマンド交通システムの

導入など、市民生活に密着した事業を展開していきたいというご答弁でなかったかと思い

ます。私といたしましても、こうした過疎債などの有利な財源を活用して地域の振興を図

っていくことは、美馬市の将来におきまして非常に意義のあることだと理解をしておりま

す。しかしながら、これまでのハード事業に加え、本年度では新たにソフト事業分といた

しまして１億４,５００万円の過疎債を発行するということでございます。過疎債がいか

に交付税措置のある有利な起債であるとはいえ、美馬市の借金であることには違いはない

と思います。本年２月に策定されております平成２７年度以降の美馬市財政運営指針、こ

れでは１０年後の実質公債比率が１０％以下になるとの設定をされておりますが、今後の

この過疎債の発行がこうした財政健全化比率に対しましてどのように影響を及ぼしますか、

こういったものをお伺いいたしたいと思います。ご答弁のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 経済部長、大垣君。 

[経済部長 大垣賢次郎君 登壇] 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 ただ今、美馬政友会、１４番、川西議員の代表質問、再問についてお答えを申し上げま

す。 

 鶏ふん処理の状況と緑の分権改革推進事業の具体的調査検討事項についてのご質問でご

ざいますが、鶏ふん処理につきましては現在ミマコンポストにおいて集荷された鶏ふんに

つきましては堆肥化を行っているところでございます。養鶏農家からの集荷量は年間約１

万４,０００トン前後となっておりますが、堆肥化を行うことにより約半分の８,０００ト

ン前後が堆肥として生産されております。しかしながら、先ほど市長から答弁も申し上げ

ましたとおり、臭気、肥料としての成分調整等の問題によりまして、需要が低迷しており

まして、製品として販売される量は約半分の４,０００トンにしかなりません。残りの４,

０００トンにつきましては、処理経費を支払いまして、処分を行っているのが現状でござ

います。 

 こういった現状の打開策を見出す方法といたしまして、今回緑の分権改革推進事業につ

いての取り組みを行っているものでございます。この事業の具体的な内容といたしまして
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は、鶏ふんの燃料化の実証調査といたしまして、鶏ふんのペレット化や粉砕によります燃

焼効率等の実証調査、２点目には鶏ふんを燃料としたボイラー等の開発実証調査といたし

まして、環境に配慮した鶏ふん専用の燃焼機器の開発、及び各種施設での導入の可能性に

ついての実証調査、３点目には需要調査といたしまして、燃料を必要とする施設、地域、

団体、企業等の需要意向調査などを行う予定といたしております。 

 なお、当協議会等におきまして、委員のご意見等により、追加案件も出てこようかと思

います。そういった場合は、別途調査が必要となる場合もございますので、それについて

も対応してまいりたいと考えております。 

 本事業はバイオマスエネルギーを利用して、農業の振興、地域の再生に寄与するもので

あると考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、新井君。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 過疎債の拡充に伴う起債発行額の増加と平成２７年度以降の美馬市財政運営指針との整

合性についての再問でございますが、本年２月に策定をいたしました平成２７年度以降の

美馬市財政運営指針では、１点目に３年以上連続して実質単年度収支の赤字を計上しない

こと、２点目に財政調整基金年度末残高を１０億円以上確保すること、３点目に単年度の

実質公債費比率を１０％未満に維持すること、以上３点を平成３２年度以降、目指すべき

財政健全化目標といたしております。 

 また、平成３１年度までにつきましても、基金への積み立てや起債発行限度額の設定、

公共施設の統廃合などを行いまして、財政健全化目標の達成に向けて取り組む内容といた

しております。一方、指針策定と併せまして、中期財政計画を見直し、この中で平成２７

年度以降の財政見通しをお示しいたしましたが、今、川西議員ご指摘のように現在の計画

以上に起債の発行をいたしますと、目標達成が困難となってまいります。従いまして、ハ

ード事業分としての過疎債発行額は合併特例債や辺地債などを含めた年度ごとの発行可能

額を設定し、将来の過度な公債費負担につながらないよう運用してまいりたいと思ってお

ります。また、ソフト事業につきましては、従来は主に一般財源で対応いたしておりまし

た事業でございますので、こうした事業の財源を過疎債に振りかえることにより、確保さ

れました一般財源を活用して、可能な限りの繰上償還にも取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 こうした財政運営を行うことによりまして、過疎債等を活用した事業を展開しながら、

個性的で魅力あるまちづくりを図っていくとともに、実質公債費比率の抑制など、本市の

財政健全化にも努めてまいりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 以上で、川西君の代表質問を終結いたしました。 

 これをもちまして、本日の代表質問を終結いたします。 

 議事の都合により、暫時休憩しますので、着席のまま待機してください。 

小休 午後１時３７分 

                                         

再開 午後１時３８分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 

 次に、市政に対する一般質問を行います。一般質問につきましては、お手元にご配付の

一覧表のとおりであります。通告の順序に従いまして、順次発言を許可いたします。 

 初めに、議席番号３番、武田喜善君。 

◎３番（武田喜善議員） 

 ３番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田君。 

［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 議長から許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。市民の皆様からお聞

きしたご意見を率直に質問をさせていただきたいと思います。学校給食と食農教育につい

ての質問をさせていただきたいと思います。 

 学校給食は児童生徒に栄養的にバランスの取れた食物を摂取させることにより、心身の

健全な発達を図ることを目的として学校で集団的に行われる食事と、その指導であるとい

われており、言うまでもないわけであります。今、全国的に自治体やＪＡ農協関係におき

まして食農教育と農業体験学習を一体的に実施する食農教育に関する授業への取り組みが

広まってきていると聞いております。それは、子供たちの生きる力の減退への対応を迫ら

れ、教育課程の中に体験を取り入れることを基本方針とした文部行政と農業体験を通して

の食料自給率の向上に必要な食農教育効果の発揮を目指す農業行政の共同事業が生み出し

たものと言われています。ＪＡ農協におかれましても地産地消運動の柱に学校給食への地

元農産物供給が位置づけられていたこともあって、農業体験の取り組みの進展と食農教育

と一体化した実践も見られるようになってきていると聞き及んでおります。先般、徳島新

聞の社説で農業離れが止まらない、農林水産省が発表した農林業センサスで農業人口は２

６０万人と前回調査の２００５年に比べ、７５万人も減り、減少率２２.４％は過去最大

であると、そして１９８５年の農業就業人口は５４５万人だったため、この２５年間で半

減し、就業者の平均年齢は６５.８歳と初めて６５歳を超え、農業経営体の総数も減少し

てきたと、高齢により、農業を辞めた人が増えたためで、農業が深刻な担い手不足に直面

し、生産基盤の維持が危機的な状況にあることが改めて浮き彫りになってきておる、徳島

県農業も深刻で２００５年の就業者は１０万９０８人と２０００年から４２％も減少して
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いる、農業を再生するには担い手の育成が欠かせない、若い人たちが安心して農業を続け

られる環境を整えるべきであると社説はされておりました。 

 そこで、今、食農教育がクローズアップされ、子供の心身の課題が顕在化する中で、知

識の詰め込み型教育から教育の中に体験を組み込む方向に切りかえた行政の転換があり、

ゆとりの確保と生きる力をはぐくむことを重視し、またこれまで生産性や消費拡大の視点

が色濃かった農政が国民の食生活や食農教育に目を向け始めてきており、学校給食に地元

産農産物を供給する広がりが増えてきております。地元産野菜を利用するのは安心して食

べられるおいしい給食を通して子供の味覚と農業への理解を醸成するためであり、学校給

食による食農教育の視点を強く持ち、給食を基軸に教科などとともに連携した多様な農林

体験で地産地消に自給率の向上につなげ、また学校給食実践により偏食の是正や食べ物を

大切にする心がはぐくまれ、不人気だった給食品の人気が高くなったり、これらを実施す

ることにより後片づけのごみ分別やほとんど残食がないことも伺えるもので、生きる力の

基本となる食の自立性が確実にはぐくまれてきます。地元産野菜を利用することにより、

生産拡大する生産者も増え、近隣の直売所に出荷する生産者も増え、生産基盤の維持につ

ながり、学校給食への給食が農業への意欲と経済効果を生み出し、一歩進めることにより

周年供給化にもつながってきます。食農教育の一つには子供の健全な食形成にとって安全

性、地元産重視、二つ目に子供の健康づくりの柱に位置づける、三つ目に地元の子供に地

元の安全な食べ物をという意識、四つ目に行政やＪＡ農協の学校給食重視、食農教育の目

的は農業体験を通して、農業理解の土壌を深く耕し、食の自立を高めることであろうと考

えます。地元農産物利用の学校給食は地域社会における食、いわゆる生活ですけど、の生

産を結合させ、再生していく一つの契機となると思っております。食材業を占める経済的

な割合は無視できない経済効果と経済の地域循環をも生み出し、地域農業振興にとっても

不可欠であり、食と農のプロ集団であり、かつ地域組織としてのＪＡ農協との取り組み強

化が今後の課題であると考えております。しかし、光は見えておると思っております。牧

田市長さんの政策の中にプラスワンスクール事業、本年度はプラスワンステップアップス

クール事業の中に、岩倉小学校において地域の方々やＰＴＡの役員、またその中にはＪＡ

農協の方もおいでになり、見事に学校農園を開設し、給食の食材に、主に、米、ジャガイ

モ、ピーマンなどでありますが、充てており、非常に人気があり喜ばれているとお聞きを

しております。 

 そこで、ご質問を行います。学校給食への地元農産物の供給の推進はもとより、直接児

童が肌で食農教育を体験する学級農園、学級果樹園を全小学校に設置をし、推進はできな

いか。そして、これを推進するための美馬市食農教育推進方針の策定はできないか、以上

２点を質問し、答弁をお願いしたいと思います。 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 光山教育長。 
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[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 ただ今、３番、武田議員さんから学級農園、学級果樹園を全小学校に設置し、食農教育

を推進できないかとの、食農教育推進の取り組みについてのご質問でございますが、子供

たちが食料・農業についての学習や農業体験などを通じて、食べ物や食生活、そして食料

を生産し、供給する農業に対する正しい理解を深めていくこと、これは食農教育は意義あ

るものと考えております。 

 市内小学校すべてに学級農園や果樹園を設置いたしますことは維持管理面などから、ま

だまだ課題が多いところでありますが、市内小学校各校の農業体験の取り組みにつきまし

ては、規模の大小はさまざまありますが、市内小学校１４校、すべてにおいて、学校敷地

内、または地域の方やＰＴＡの協力を得て、遊休農地などを活用した農業体験学習に取り

組んでいるところでございます。特に、先ほどおっしゃられましたが、岩倉小学校におい

てはプラスワンスクール事業で「汚名返上！見直そう！ぼくのわたしの食生活」のテーマ

のもと、地域の協力を得て、農作業体験と食育活動に取り組み、大きな成果を上げており

ます。今後もこのような成果を生かした各学校における農業体験活動を支援し、生きるた

めの基本となる食や農業に関する知的好奇心や探求心を高め、子供たちが自らの生活や健

康を考えることにつなげていきたいと考えております。 

 また、美馬市の特産品や地域の伝統的な食文化に触れることにより、地域の食材を大切

にする心を育てていきたいと考えております。一方、地産地消につきましては各給食セン

ターにおいて、市内で栽培されている旬の食材を使用することとし、地産地消の向上に取

り組んでおります。特に、米やシイタケはほとんどの給食センターで美馬市産を使用し、

野菜などに関しましても、美馬市産の食材を優先的に使用し、不足分につきましては県産

や国産で補充しているところであります。そして、全小中学校において給食時間での放送

を利用し、その日使用した食材の紹介をすることによって、栄養バランスの取れた食事の

重要性や地産地消の意識を高めております。 

 今後とも、学校給食での地産地消を推進するために生産者、食材納入者、栄養士、学校

給食関係者などの役割分担や連携を図っていくことが重要であると考えております。教育

委員会といたしましても、学校給食運営委員会などにおいて情報交換を行い、共通理解を

深め、地産地消の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、美馬市食農教育推進方針を策定できないかとのご質問でございますが、大変貴重

なご提言と受けとめております。今後、どのような実効性ある施策等が展開できるのか、

関係部局、関係機関で協議を進め、本市の方向性について見きわめてまいりたいと思いま

す。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田喜善君。 

◎３番（武田喜善議員） 

 ３番。 
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［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 ご答弁ありがとうございました。再質問ではなく提言として私の思いを述べさせていた

だきたいと思います。 

 本当に農業は危機的状況でなかろうかと思っております。６月議会でも農業での集約営

農についても質問させていただきましたが、地産地消で自給率の向上にはやはり、地域の

食材は地域で消費をするのが基本であると考えております。学級農園、学級果樹園が全校

にできるならば美馬市の特産物の栽培を進めたいと考えます。例えば、プラスワンステッ

プアップスクール事業を行っている岩倉小学校は米、ピーマン、ジャガイモなど、例えば

脇町小学校、江原南小学校であれば米、野菜、体験農園としてブドウ、巨峰でありますが、

これは黒北のブドウはブランド品になっておると思っております。また、穴吹小学校であ

れば米、ハッサク、野菜、シイタケ、ブルーベリーなど、美馬の各小学校では米、洋ニン

ジン、トウガラシなど、木屋平小学校であればクリ、ジャガイモなどと地元の特産物の栽

培を進めていくべきであると考えております。特産物の栽培によって地元美馬市のブラン

ドの産物としての消費の拡大につながっていくと考えております。 

 以上、私が思っていることを述べさせていただきました。答弁は要りません。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、武田君の質問は終了いたしました。 

 続いて、一般質問をとり行いたいと思います。 

 １６番、谷明美君。 

◎１６番（谷 明美議員） 

 議長、１６番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 谷君。 

［１６番 谷 明美議員 登壇］ 

◎１６番（谷 明美議員） 

 議長に一般質問について通告していたところ、ただ今許可がおりましたので、貴重な時

間をいただきまして一般質問させていただきます。 

 今年は記録的な暑さが続き、８月が終わり９月に入っても厳しい残暑が続いています。

美馬市穴吹町でも２００１年統計開始以来、最高となる３６.３度の記録が出ました。学

校の部活でも熱中症にかかりかけた人もいたとかで、心配しておりましたが、先生たちの

配慮で大したことなくよかったと思っております。 

 さて、学校に関係してですが、いじめの現状と対策についての質問をします。いじめの

問題、今や珍しいことではなく、新聞、テレビでいつも目にする問題であります。いじめ

る人、いじめられる人、ともに将来の宝である子供たちで見逃すことのできない深刻な問

題であると思います。そこで、美馬市におけるいじめの現状、小中学校でいじめが１件も

ないといったことは考えられないので、教育委員会では美馬市におけるいじめの実態を把
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握しているかどうか、把握しているとすればその実態はどうなっているか現状について説

明をお願いします。実態について調査し、把握しておられるならば何かの対策を出してお

ると考えますが、美馬市での対策と効果についてどのように評価しているか。県内各市町

村でもいじめに苦慮しているようです。ある教育委員会では教職員一人ひとりのいじめに

対する認識や学校での生徒に関する情報交換もしているとお聞きします。美馬市教育委員

会ではどのようにしているかお尋ねします。 

 避難訓練実施についてですが、毎年９月１日に防災訓練実施のニュースを聞くと防災に

ついてのいろいろな会合で話し合いをします。日本中、いつ、どこで何が起きても不思議

でない現在、予知できないのが現状です。自主防災組織ができているとお聞きしますが、

現在どうなっているのかお尋ねします。次に、避難場所に集めてどうするか、マップは各

自治体で話し合いました。市民は災害が発生したらその場所に集まることは理解できるが、

その先がわからないと思います。高齢者、体の不自由な人、乳幼児といろいろな方がおら

れます。どのような計画をしているかお尋ねします。次に、発生どきの対応でありますが、

職員の対応は、連絡はスムーズに進むのでしょうか。防災訓練について３点お尋ねします。 

 次に、住宅用火災警報器の設置ですが、平成１６年に改正され消防法により平成１８年

６月１日以降に建てられた住宅、それから既存の住宅については平成２３年５月までに住

宅用火災報知器を設置しなければならないことになっております。当然、市営住宅につき

ましてはついていると思いますが、市営住宅の取りつけ状況をお尋ねします。住宅用火災

警報器は全体に当てはまるわけですから、一般住宅について住民への周知の方法について、

以上２点についてお尋ねします。 

◎教育次長（佐藤健二君） 

 教育次長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育次長、佐藤君。 

[教育次長 佐藤健二君 登壇] 

◎教育次長（佐藤健二君） 

 １６番、谷議員さんからのいじめについて、各学校での実態、またその対策と効果につ

いてのご質問でございますけれども、まず各学校での実態につきまして私どもで把握いた

しております件数は最近では平成１９年度に１１件、平成２０年度に９件、平成２１年度

に４件という件数になっており、年々減少の傾向にあります。そして、本年度につきまし

ては９月１０日現在で２件となっております。この２件のうち１件は既に解決しており、

もう１件につきましても学校長を始め、学級担任・養護教諭などがかかわり、保護者と連

携して解決に向け取り組んでおるところでございます。 

 次に、対策と効果についてであります。近年のいじめは外からは見えにくい形で行われ

ることが多くなっており、いかに早くその事実を把握し、対応していくかが重要であると

考えております。このため、児童・生徒からの小さな合図も見逃さず、早期発見・早期対

応に努めること、またいじめは必ず起こるもので、いじめはあるとの問題意識を常に持つ
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ことが大切であると考えております。また、いじめについては学校における指導や取り組

みが問われる問題でありますが、一方では、各家庭における教育機能の低下やしつけの不

徹底といった状況、更には、社会の風潮などがいじめの背景の一つであるとの指摘もなさ

れております。もとより、いじめの原因について検討することは必要なことではあります

が、最も大切なことは関係者がそれぞれの立場から早い段階でいじめを発見し、一体とな

って取り組み、その早急な解決を図ることであると思われます。 

 こうしたことから、教育委員会といたしましても、生徒・保護者・地域の方からのいじ

め等に関する情報を得、迅速に対応するためにいじめ問題等サポートラインを設置いたし

ますとともに、学校教育指導員を配置し、各学校を定期的に巡回する中で、情報収集と対

応に当たっておるところであります。こうした関係機関の取り組みの積み重ねが本市にお

けるいじめの減少につながったものと考えておりまして、今後、更に、各学校へのかかわ

りを深め、いじめの問題に対応してまいりたいと考えております。 

 なお、教職員間の情報交換についてでありますが、いじめともかかわる部分がある不登

校の問題と併せまして、美馬市不登校問題連絡協議会を組織し、関係諸機関、スクールカ

ウンセラー、養護教諭等との連携を図り、現状把握や情報交換に努めるとともに、解決に

向けた協議も重ねているところであります。 

 今後も引き続き、保護者や学校はもとより、関係機関と連携を図りながら、いじめ等の

早期発見・早期対応に努めてまいりたいと考えております。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、新井君。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 引き続きまして、自主防災組織と避難訓練の実施についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 いつ、どこで起こるかわからない災害に対し、人的被害を最小限にとどめるためには、

災害の状況を想定し、早く、冷静に対応できるよう、日ごろから訓練を積み重ねていくこ

とが大事であると考えております。本市では合併後から平成１９年度までの訓練は行政機

関を中心に実施をしておりましたが、平成２０年２月に自主防災組織連絡協議会が発足し

たのを契機に、平成２０年度からは各小学校区単位で全自治会の９６％で組織されており

ますが、自主防災組織主体の地域密着型防災訓練といたしております。平成２０年度の脇

町小学校区では自主防災組織１７組織、１９２名を含みます合計で２６９名、また平成２

１年度の穴吹小学校区では自主防災組織３０組織、２１４名を含みます２７２名の参加に

より、今後３０年以内に発生する確率が６０％と言われております南海・東南海地震や頻

発しておりますゲリラ豪雨などを想定して訓練を実施いたしております。 

 また、本年度の防災訓練は美馬町で実施の予定でございます。訓練の内容でございます
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が、参加者の避難所への非難訓練、要援護者避難訓練、避難所運営訓練、負傷者搬送及び

重傷者搬送訓練、応急担架作成及び搬送訓練、応急手当訓練、炊き出し訓練、初期消火訓

練、安否情報通信訓練など、災害発生時の状況を想定し、日ごろの備えがいざというとき

に役立つような内容で行っております。 

 また、本年は山口県防府市の特別養護老人ホームでの集中豪雨による土砂災害を教訓に

６月、養護老人ホームひかり荘におきまして、土砂災害を想定し、入所者・職員の避難訓

練も行っております。 

 次に、避難場所の周知及び災害時要援護者をどのようにするかについてのご質問でござ

いますが、大規模な災害発生時におきましては多数の避難者の発生が予想されます。特に、

第三者の支援が必要な高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、それから難病患者、外国人等の

災害時要援護者の生命、身体を守り、避難支援することは重要なことであると考えており

ます。市の地域防災計画では住民の生命、身体の安全を確保するため、避難場所の選定、

及び避難路の選定を行い、避難対策の推進を図り、特に災害時要援護者の避難対策につい

ては十分な配慮をし、充実・強化に努めなければならないと定めております。この計画に

沿いまして、本市では災害時要援護者支援プランを策定し、現在要援護者登録台帳を作成

するため、対象者の方に６月より順次申請書を送付しており、登録に同意いただいた方か

ら台帳整備を進めております。 

 また、各地域の避難場所といたしましては、公共施設等５８カ所を指定しております。

その周知につきましては平成１９年３月に美馬市防災マップを作製し、保存版として全戸

配布をいたしております。また、ホームページからも閲覧でき、避難場所の確認がいつで

もできるように掲示をいたしております。 

 次に、災害発生時の対応についてのご質問でございますが、市の職員は市民の方々の生

命と財産を災害などから守らなければならない第一義的責任がございます。職員のうち、

被災したものを除きまして、早期に定められた参集場所に集合することが、災害への初動

体制を整える上で重要なことであると認識いたしております。地域防災計画に規定されて

おります職員の動員配備計画を踏まえ、災害の種類、規模等を勘案し、配備体制を整え、

本部長であります市長の指揮のもと、本部員を通じて伝達事項が職員に正確に伝わるよう

連絡系統図を整備いたしております。 

 また、今後３０年間に６０％の確率で発生すると言われております南海・東南海地震を

想定して作成いたしました、職員の災害時初動マニュアルには主に発災直後の迅速な対策

が取れるよう職員の取るべき対応について取りまとめております。 

 また、９月から財団法人消防科学総合センターの防災ｅ－ラーニングを職員対象に実施

し、職員の防災知識の一層の充実に努めております。 

 このように、職員は勤務時間内・外を問わず、災害発生時には初動対応に当たらなけれ

ばなりません。マニュアル等を参考に自分の役割を確認し、連絡体制に不備が生じないよ

う職員参集訓練を定期的に実施してまいりたいと考えております。 

◎消防長（大久保利幸君） 
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 消防長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 大久保君。 

[消防長 大久保利幸君 登壇] 

◎消防長（大久保利幸君） 

 続きまして、住宅用火災警報器の設置について、市営住宅の取りつけ状況と一般住宅、

住民への周知の方法についてのご質問でございますが、まず消防本部より一般住宅、住民

への周知方法についてご答弁させていただきます。 

 平成１５年、消防白書のデータによりますと住宅火災による死者は建物火災による死者

全体の９割を占め、その６割程度が６５歳以上の高齢者であり、住宅火災でなくなった方

の約７割は逃げ遅れで、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われま

す。また、住宅用火災警報器を設置した場合、住宅火災１００件当たり死者数は設置して

いない場合に比べ３分の１となるデータが出ており、住宅用火災警報器を設置することに

より、火災を早期に発見することができ、大切な命や財産を火災から守ることができます。 

 このような状況を踏まえ、平成１６年６月に消防法が改正され、住宅火災による死者の

減少を目的といたしまして、新築住宅は平成１８年６月１日から、既存住宅につきまして

は平成２３年６月１日から住宅用火災警報器を設置することが義務づけされたところであ

ります。 

 これらを受けまして、徳島県では啓発活動の一環といたしまして、住宅防火対策推進シ

ンポジウムの開催を始めといたしまして、徳島県消防長会住宅用火災警報器設置推進連絡

会を設置するなどいたしまして、推進に取り組んでいるところでございます。 

 本市におきましては、このような状況を受けまして美馬市火災予防条例の一部改正をい

たしまして、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等を加えまして、すべての住宅

に火災警報器が設置されるよう、条例の整備を図ったところでございます。市民への周知

につきましては、市のホームページ及び広報みまを始め、自治会長、自主防災組織、消防

団、婦人防火クラブ等の活動を通じ、周知するとともに、キャンペーンなどにより、すべ

ての既存住宅への設置を目標にいたしまして、法の趣旨、械器の種類、取りつけの方法な

どの周知を、普及活動を取り組んでおります。 

 普及率につきましては、総務省消防長による平成２２年６月時点の住宅用火災警報器の

普及状況の推計結果が公表されたところでございます。その結果、推計普及率は全国で５

８.４％、徳島県では４０.１％、本市では４１.１％と、徳島県の推計普及率を若干上回

る状況でございます。このように、住宅用火災警報器の設置に対する全面義務化まで残す

ところ９カ月になったにもかかわらず、全国的に普及率は低い状況にございます。特に、

本市におきましては、市の高齢化率が３０％を超え、今後高齢者のひとり世帯が増えると

推測され、火災から命や財産を守る住宅用火災警報器の重要性を認識しているところでご

ざいます。そのため、今後も引き続き、市民への周知につきましては、先ほど答弁させて

いただきました手法とともに新たな手法といたしまして、広報みまテレビを活用したテレ
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ビ放映によりまして情報提供を行うとともに、全世帯に住宅用火災警報器が早期に設置で

きますよう消防本部、危機管理課、消防団、自主防災組織等と更に連携を強化しながら推

進に取り組んでまいりたいと考えております。 

◎建設部長（武田季三君） 

 建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 建設部長、武田君。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 

◎建設部長（武田季三君） 

 続きまして、火災警報器の市営住宅への取りつけ状況についてのご質問でございますが、

市営住宅につきましては消防法及び美馬市火災予防条例により、住宅用防災警報器、すな

わち火災警報器の設置が義務づけられております。現在の取りつけ状況につきましては、

火災警報器の設置を必要とする市営住宅数１,１４７戸のうち、約９２％に当たる１,０５

８戸について設置が完了いたしております。入居者の都合によって設置ができていない残

りの８９戸につきましても、随時入居者の方々と連絡を取りまして早急に設置すべく取り

組んでいるところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 谷明美君。 

◎１６番（谷 明美議員） 

 議長、１６番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 谷君。 

［１６番 谷 明美議員 登壇］ 

◎１６番（谷 明美議員） 

 再問ですが、避難訓練をしても、いざ災害発生がすれば、その程度にもよりますが、混

乱になると思います。水、食糧の確保、備蓄品はどうなっているのか。また、道路などへ

の障害物の除去はどうするのか、簡単にお答お願いします。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、新井君。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 再問にお答えをいたします。 

 備蓄品はどうなっているのか、また道路等への障害物の除去はどうするのかというよう

なご質問でございますが、本市の地域防災計画では食糧、水等を確保し、不足する場合に

は県に要請して確保するものとする、このように定めております。この計画に沿いまして、
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食糧等の備蓄に努めております。現在、飲料水は１.５リットル入りのペットボトルで３,

３００本余り、缶入りのパンが４,３００個余り、缶入りのビスケットを９００個各庁舎

に振り分けまして備蓄いたしております。なお、非常食を補うものとして、昨年、市内４

事業者との間に締結をいたしました災害時における生活必需物資の調達に関する協定に基

づきまして、必需物資の確保への協力体制が整ったところでございます。 

 また、ご指摘のように大規模災害時には職員の負傷により災害対応能力が低下し、職員

のみでは膨大な量の応急復旧活動が対応できない事態も想定されます。そこで、専門的な

技術や知識、資機材を所有いたしております建設等事業者と協定を締結いたしまして、的

確な応急復旧活動により、市民生活の早期安定が図られますよう努めてまいりたいと考え

ております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 谷君、再々問は。 

（「ありません」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ありませんか、はい。 

 以上で、谷君の一般質問は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本日の一般質問はこれにて終了し、残余の質問については明日といたしたいと存じます

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なきようでございますので、さように取り計らってまいりたいと存じます。 

 従いまして、本日、これにて散会といたします。大変ご苦労でございました。ありがと

うございました。 

散会 午後２時１７分 

 


